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レジャー白書2010からの抜粋報告レジャー白書2010からの抜粋報告
過日、編集、発売されました「レジャー白書2010」（財団法人日本生産性本部）より統計資料や調
査結果からの各種データをご報告いたします。
※（財）日本生産性本部 〒150-8307 東京都渋谷区渋谷3-1-1 生産性ビル

TEL.03-3409-1125 （レジャー白書2010は１冊税込み5,000円）

【調査仕様】
「レジャー白書」は、昭和54年より全国５万人以上都市に居住する15歳以上男女3,000サンプル（住

民基本台帳利用・層化二段無作為抽出法）を対象として、訪問留置法による独自アンケート調査を継
続的に実施してきた。
昭和62年より、これらに加え５万人未満都市及び郡部の1,000サンプルによる調査を実施してきた。

平成12年調査より、再び調査対象を従来の都市部3,000サンプルに戻した。本文中で紹介する時系列
データは、「レジャー白書2001」以降は過去に遡ってすべて都市部3,000サンプルに統一して表示して
いる。
平成21年調査より、上記調査手法をインターネット調査に変更した。変更に際しては、可能な限り

過去の調査手法との連続性を確保し、データの時系列性を維持することに留意した。
過去の調査手法の今回調査手法の対比をしたものが、下表である。

レジャー白書2010 （参考）レジャー白書2009

調 査 対 象 全国15～79歳男女 全国15歳以上男女

サ ン プ ル 数 3,000

有 効 回 収 数 3,110 2,415

調 査 方 法 インターネット調査 訪問留置法

サンプリング方法 ・全国130万人のモニターより抽出
（インテリジェントモニター） ・住民基本台帳利用

・エリア×性×年代、人口母集団に ・層化二段無作為抽出法
準拠して抽出

調 査 時 期 平成22年１月 平成21年１月

インターネット調査への移行によるデータへの影響としては、
①従来の訪問留置法に比べ、全般に参加率が若干高めに出ている傾向が見られる。
②「パソコンユーザー」という回答者特性の回答傾向への反映が窺われる。
本年度は変更１年目のため、時系列傾向の分析については、分量・表現を抑制した。次年度以降、新
手法によるデータ蓄積を待って時系列分析部分の充実を図る予定である。
本白書で用いる主な用語の定義は、以下の通りである。

参 加 率・・・ある余暇活動を、１年間に１回以上おこなった人（回答者）の割合。
参 加 人 口・・・ある余暇活動を、１年間に１回以上おこなった人口（全国）。

参加率に、平成22年１月現在の総務省統計局の推計による15～79歳人口10,2
54万人（男性5,069万人、女性5,184万人）を掛け合わせて推計。

年間平均活動回数・・・ある余暇活動をおこなった人の１人当たり年間活動回数の平均。
年 間 平 均 費 用・・・ある余暇活動をおこなった人の１人当たり年間活動費用の平均

平成2１年の家計収入・消費の動き
～家計収入・消費支出ともにダウン～

余暇活動の実態に移る前に、まず、勤労者世帯の家計に関する統計を見てみたいと思います。平均
消費性向とは、実収入から税金や社会保険料を差し引いた可処分所得のうち、実際に消費に回した割
合を示したものです。一般に、「所得」が減少してもすぐには低下しないため、平均消費性向は見か
けは上昇する傾向があるそうです。では、全国の勤労者世帯を対象とした『平均消費性向の推移』と
『実収入・可処分所得の実額と名目・実質増加率の推移』を下図に示します。
（出典：総務省「家計調査報告」）
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平成21年の家計消費 （全国、労働者世帯）

（単位：円） 対前年比（実質）（％）
実 収 入 518,595 -1.3
可処分所得 428,101 -1.6
消費支出 218,853 -0.1
食料 70,177 -1.4
住居 19,625 1.9
光熱・水道 21,395 -1.0
家具・家事用品 10,108 -1.5
被服及び履物 13,783 -2.4
保健医療 12,052 4.4
交通・通信 47,047 3.9
教育 19,505 2.8
教養娯楽 33,211 1.7
その他の消費 71,950 －

平均消費性向(％) 74.5 +1.2

[家計収入・支出]
平成21年の勤労者世帯（平均世帯人員3.42人）

の実収入は518,595円で、対前年比実質1.3％の減
少。実収入から税金や社会保険料等を差し引い
た可処分所得も、同様に対前年比1.6％減の428,1
01円であった。

[家計支出]
平成21年の家計消費支出の合計は318,853円

で、前年の平成20年（323,914円）より5,061円の
減少。実質では前年比マイナス0.1％の減少であ
った。
科目別に見ると、減少した科目としては「食

料」（実質-1.4％）、「家具・家事用品」（実質-1.5
％）、「被服及び履物」（実質-2.4％）などが挙げ
られる。これに対し、「教養・娯楽費」は、平
成20年の実質1.4％につづき1.7％と伸びた。押し
上げ要因となったのはパソコン、携帯型音楽端
末等の耐久消費財で、特にテレビはエコポイン
ト制も後押し要因となった。他に、補習教育費
などが増えた「教育」（実質2.8％）、自動車がグ
リーン消費の対象となり、通信も増えた「交通
通信」（実質3.9％）、「保険医療」（実質4.4％）
などが伸びている。

[平均消費性向]
平成21年における勤労者世帯の「平均消費性

向」（可処分所得に対する消費支出の割合）は7
4.5と、前年（73.3）から増加しているが、これ
は家計収入ならびに可処分所得の減少を反映し
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た動きと考えられる。

[解説]
09年は、前年暮れ以来の世界的な不況を受け、

家計にとっては厳しい年であった。急速なデフ

レの進行により物価は低下したものの、それを
上回る家計収入の減少が見られ、結果として家
計にとってはゆとりのない厳しい1年となった。
この結果、09年の消費支出は、名目・実質とも
に減少の動きになっている。

実収入・可処分所得の実額と名目・実質増加率の推移

金額（円） 名目増加率（％） 実質増加率（％）

実収入 可処分所得 実収入 可処分所得 実収入 可処分所得

平成10年 588,916 495,887 -1.1 -0.2 -1.8 -0.9

11年 574,676 483,910 -2.4 -2.4 -2.0 -2.0

12年 560,954 472,823 -2.4 -2.3 -1.5 -1.4

13年 551,160 464,723 -1.7 -1.7 -0.8 -0.8

14年 538,277 452,501 -2.3 -2.6 -1.2 -1.5

15年 524,542 440,461 -2.6 -2.7 -2.3 -2.4

16年 530,028 444,966 1.0 1.0 1.0 1.0

17年 525,629 439,672 -1.4 -1.2 -1.0 -0.8

18年 525,254 441,066 0.5 0.3 0.2 0.0

19年 527,129 441,070 0.4 0.0 0.3 -0.1

20年 533,302 441,928 1.2 0.2 -0.4 -1.4

21年 518,595 428,101 -2.8 -3.1 -1.3 -1.6

平成2１年の余暇時間と余暇支出
～時間ゆとりは増加、支出は減少～

レジャー白書では、「余暇時間」と「余暇支出」について、前年と比べた増加・減少感についての
調査を昭和57年以来継続的に実施している。
このデータは、実態としての余暇時間（労働時間）や家計消費支出の増減とは別に、意識の上での

「ゆとり」の変化を示している。

[余暇時間面]
余暇時間が前年より「増えた」とする人は平

成４年以降長期的な減少傾向が続き、平成18年
には13.8％と過去最低水準となったが、翌年以
降増加に転じ、平成21年も24.2％と前年より増
加の方向を示すデータとなった。一方、余暇時
間が「減った」という人は19年よりも少なくな
っており、21年は24.8％と前年よりも3.3ポイン
ト少なかった。
世代別では、男性10～20代・40代、女性10代

・30代等で「減った」とする人が目立った。た
だし10代では男女とも「増えた」とする回答も
多く、ゆとり感の二極化が見られる。

[余暇支出面]
「余暇支出」のゆとり感の推移を見ると、平

成16年以降「増えた」とする人は増減を繰り返
しているのに対し、「減った」とする人は平成1
8年以降急激に増加する傾向にある。平成21年に
ゆとりが「増えた」人は20年の18.3％から22.5％
と4.2ポイント増、一方「減った」という人は20
年の30.7％から37.0％と6.3ポイント拡大でとも
に増加、格差が拡大する方向にある。
世代別では、やはり男性40～50代、女性30～5

0代で「減った」とする人が「増えた」とする人
を大きく上回っており、働き盛りの世代で支出
面のゆとりのなさが浮き彫りとなっている。

平成2１年の余暇～スポーツ・テニス産業・市場の動向～

○余暇市場、国民総支出、民間最終消費支出の推移 （単位：億円）

伸び率(％)

平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 H20/19 H21/20

ス ポ ー ツ 部 門 42,320 42,440 41,650 40,660 -1.9 -2.4

趣 味 ・ 創 作 部 門 110,220 107,750 106,910 102,420 -0.8 -4.2

娯 楽 部 門 532,540 488,680 474,050 458,040 -3.0 -3.4

観 光 ・ 行 楽 部 門 106,660 107,080 104,250 94,400 -2.6 -9.4

余 暇 市 場 791,740 745,950 726,860 695,520 -2.6 -4.3

対 国 民 総 支 出 15.6 14.5 14.4 14.7 -0.6 1.9

対民間最終消費支出 27.3 25.5 24.9 24.6 -2.3 -1.2

国 民 総 支 出 ( 名 目 ) 5,073,648 5,155,204 5,051,129 4,741,689 -2.0 -6.1

民間最終消費支出(名目) 2,895,936 2,925,232 2,917,507 2,826,235 -0.3 -3.1
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た動きと考えられる。

[解説]
09年は、前年暮れ以来の世界的な不況を受け、

家計にとっては厳しい年であった。急速なデフ

レの進行により物価は低下したものの、それを
上回る家計収入の減少が見られ、結果として家
計にとってはゆとりのない厳しい1年となった。
この結果、09年の消費支出は、名目・実質とも
に減少の動きになっている。

実収入・可処分所得の実額と名目・実質増加率の推移

金額（円） 名目増加率（％） 実質増加率（％）

実収入 可処分所得 実収入 可処分所得 実収入 可処分所得

平成10年 588,916 495,887 -1.1 -0.2 -1.8 -0.9

11年 574,676 483,910 -2.4 -2.4 -2.0 -2.0

12年 560,954 472,823 -2.4 -2.3 -1.5 -1.4

13年 551,160 464,723 -1.7 -1.7 -0.8 -0.8

14年 538,277 452,501 -2.3 -2.6 -1.2 -1.5

15年 524,542 440,461 -2.6 -2.7 -2.3 -2.4

16年 530,028 444,966 1.0 1.0 1.0 1.0

17年 525,629 439,672 -1.4 -1.2 -1.0 -0.8

18年 525,254 441,066 0.5 0.3 0.2 0.0

19年 527,129 441,070 0.4 0.0 0.3 -0.1

20年 533,302 441,928 1.2 0.2 -0.4 -1.4

21年 518,595 428,101 -2.8 -3.1 -1.3 -1.6

平成2１年の余暇時間と余暇支出
～時間ゆとりは増加、支出は減少～

レジャー白書では、「余暇時間」と「余暇支出」について、前年と比べた増加・減少感についての
調査を昭和57年以来継続的に実施している。
このデータは、実態としての余暇時間（労働時間）や家計消費支出の増減とは別に、意識の上での

「ゆとり」の変化を示している。

[余暇時間面]
余暇時間が前年より「増えた」とする人は平

成４年以降長期的な減少傾向が続き、平成18年
には13.8％と過去最低水準となったが、翌年以
降増加に転じ、平成21年も24.2％と前年より増
加の方向を示すデータとなった。一方、余暇時
間が「減った」という人は19年よりも少なくな
っており、21年は24.8％と前年よりも3.3ポイン
ト少なかった。
世代別では、男性10～20代・40代、女性10代

・30代等で「減った」とする人が目立った。た
だし10代では男女とも「増えた」とする回答も
多く、ゆとり感の二極化が見られる。

[余暇支出面]
「余暇支出」のゆとり感の推移を見ると、平

成16年以降「増えた」とする人は増減を繰り返
しているのに対し、「減った」とする人は平成1
8年以降急激に増加する傾向にある。平成21年に
ゆとりが「増えた」人は20年の18.3％から22.5％
と4.2ポイント増、一方「減った」という人は20
年の30.7％から37.0％と6.3ポイント拡大でとも
に増加、格差が拡大する方向にある。
世代別では、やはり男性40～50代、女性30～5

0代で「減った」とする人が「増えた」とする人
を大きく上回っており、働き盛りの世代で支出
面のゆとりのなさが浮き彫りとなっている。

平成2１年の余暇～スポーツ・テニス産業・市場の動向～

○余暇市場、国民総支出、民間最終消費支出の推移 （単位：億円）

伸び率(％)

平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 H20/19 H21/20

ス ポ ー ツ 部 門 42,320 42,440 41,650 40,660 -1.9 -2.4

趣 味 ・ 創 作 部 門 110,220 107,750 106,910 102,420 -0.8 -4.2

娯 楽 部 門 532,540 488,680 474,050 458,040 -3.0 -3.4

観 光 ・ 行 楽 部 門 106,660 107,080 104,250 94,400 -2.6 -9.4

余 暇 市 場 791,740 745,950 726,860 695,520 -2.6 -4.3

対 国 民 総 支 出 15.6 14.5 14.4 14.7 -0.6 1.9

対民間最終消費支出 27.3 25.5 24.9 24.6 -2.3 -1.2

国 民 総 支 出 ( 名 目 ) 5,073,648 5,155,204 5,051,129 4,741,689 -2.0 -6.1

民間最終消費支出(名目) 2,895,936 2,925,232 2,917,507 2,826,235 -0.3 -3.1
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（単位：億円、％）
H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 21/20

球技ｽﾎﾟｰﾂ用品 6,830 6,620 6,630 6,640 6,680 6,650 6,500 6,270 5,810 -7.3
テニス用品 760 740 740 750 750 710 700 670 650 -3.0

ｽﾎﾟｰﾂ施設・ｽｸｰﾙ 25,000 23,810 23,300 21,260 20,320 20,360 20,600 20,050 19,230 -4.1
ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ･ｽｸｰﾙ 500 540 590 600 620 630 620 600 580 -3.3

平成21年の余暇市場は69兆5,520億円となり、
平成20年の72兆6,860億円から前年比4.3％減少し
た。同時期の国民総支出は前年比2.0％減、民間
最終消費支出は前年比0.3％減であるのに対し、
余暇市場の落ち込みは大きかった。
平成20年9月のリーマンショックによる世界的

景気後退は、平成21年に入っても尾を引き、や
や底打ち感が出てきたところに、新型インフル
エンザが重なって、前半は大きなダメージを受
けた。後半は持ち直し、急速に業績を改善させ
たが、前半の大きな落ち込みをカバーできなか
った。
消費者の節約志向は強く、ネットで調べてよ

り安い方に流れるため、価格競争が加速しやす
い。活動は活発に行われていても、客単価はど
うしても下がる傾向にある。身を削るような値
下げ競争がみられる一方で、高級化路線を成功
させたところもある。生き残りをかけて厳しい
コストダウンが行われており、売上げが減って
も利益が出せる体質に変化してきた。高質な人
的サービスが売上げを伸ばすことに改めて気づ
き、本気で人材育成に力を入れるところが増え
ている。
平成21年は３Ｄ映画元年、電気自動車元年、

ミラーレス一眼カメラ元年、平成22年は電子書
籍元年、３Ｄテレビ元年などといわれ、革新的
な新商品が相次いで登場している。
インバウンドに期待する観光地だけでなく、

消費の旺盛な新たな消費者として、中国人観光
客に期待が集まっている。
平成21年のスポーツ部門の市場規模は、4兆66

0億円で、前年比2.4％マイナスとなった。
テニス用品の売上げは前年比3.0％マイナスと

なった。市場の牽引役であるラケットの動きが
悪い。特価品を中心に売れているため、低価格
化が顕著である。ここ10年、新規参入者は減っ
ており、コアなベビーユーザーは増えているも
のの、節約志向が非常に強いため、用品販売に
つながらない。ラケットは５年は使えるし、服
装コードもあまりうるさくいわれないため、最
新ウエアでなければ安価に入手できる。そんな
なかでボールとガットはよく動いており、シュ
ーズも健闘している。テニススクールでコーチ

がスクール生に紹介することが、最も販売につ
ながりやすい。比率は1割に満たないが、ネット
販売の比重が徐々に上昇している。
テニスクラブ・スクールの売上げは、前年比3.

3％マイナスとなった。会員制クラブでは、名門
クラブの閉鎖が続いている。会員が高齢化しつ
つ固定化する傾向にあるが、中高年層は自分が
満足するものにはお金を払う世代であるため、
収益は安定しやすい。クラブを地域の財産と位
置づけ、地域住民に無料開放する日を設けたり、
地域イベントを施設内で開催するところも見ら
れる。
スクールの業績は、リーマンショック以降も

比較的安定しているが、平成21年は両極化が進
んだ。小規模インドアテニスコートの増加は進
んでいる。一時のような冷暖房完備の豪華な施
設ではなく、コストを抑えた簡易式が主流であ
る。相続を機に施設を閉鎖するケースも見られ
はじめている。会員の集客は、口コミの効果が
最も大きい。
期待が大きいネットからの誘客手法はまだ模

索中であるが、やり方によっては新たなユーザ
ー開発に大きく寄与する可能性がある。複数社
が連携した会員募集の検討も始まっている。イ
ンドアコートは運営が天候に左右されないメリ
ットは大きいが、外部から存在がわかりにくく、
入りづらさにもつながっている。コアユーザー
向けには、現在の週１回利用を２回に増やすよ
うなサービスや料金体制が期待される。競技志
向の会員は少なく、健康づくりやコミュニケー
ションの場として期待されており、仲間づくり、
スクールライフの支援が重要になりつつある。
新規会員が減っているため、定着率向上に注

力するところが多い。あわせて、過去にテニス
を経験したことのある「テニス中断者」を再び
コートに呼び戻すことが業界の重要課題となっ
てきた。多くのクラブではこれまで物販にあま
り力を入れてこなかったが、ラケットやガット
張りなどの販売ノウハウを徐々に蓄積している。
スタッフやコーチの研修・教育に力を入れてい
るところは、厳しい経営環境でも売上げを伸ば
している。
民間施設の何倍も存在する公共施設を活用し

たスクール展開が期待されているが、現在は事
業者に余力がなく、新たなビジネスを企画し、

実現できるスタッフを育てられるところは多く
ない。

○テニスへの参加人口や参加率

○テニスへの参加率、男女別・年齢層別参加率（年に１回でもやったことのある人）
単位：％

２０年度 男 性 女 性

全体 10 20 30 40 50 60 全体 10 20 30 40 50 60

代 代 代 代 代 上 代 代 代 代 代 上

参 加 率：5.9 5.8 21.4 9.1 6.4 6.6 4.4 0.9 6.0 18.8 11.0 3.6 10.2 5.1 0.6

２１年度 男 性 女 性

全体 10 20 30 40 50 60 全体 10 20 30 40 50 60

代 代 代 代 代 上 代 代 代 代 代 上

参 加 率：7.3 7.7 25.0 13.5 5.6 7.2 4.1 5.6 6.8 26.4 9.2 4.1 5.3 4.5 5.0

○テニスに対する消費の実態
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（単位：億円、％）
H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 21/20

球技ｽﾎﾟｰﾂ用品 6,830 6,620 6,630 6,640 6,680 6,650 6,500 6,270 5,810 -7.3
テニス用品 760 740 740 750 750 710 700 670 650 -3.0

ｽﾎﾟｰﾂ施設・ｽｸｰﾙ 25,000 23,810 23,300 21,260 20,320 20,360 20,600 20,050 19,230 -4.1
ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ･ｽｸｰﾙ 500 540 590 600 620 630 620 600 580 -3.3

平成21年の余暇市場は69兆5,520億円となり、
平成20年の72兆6,860億円から前年比4.3％減少し
た。同時期の国民総支出は前年比2.0％減、民間
最終消費支出は前年比0.3％減であるのに対し、
余暇市場の落ち込みは大きかった。
平成20年9月のリーマンショックによる世界的

景気後退は、平成21年に入っても尾を引き、や
や底打ち感が出てきたところに、新型インフル
エンザが重なって、前半は大きなダメージを受
けた。後半は持ち直し、急速に業績を改善させ
たが、前半の大きな落ち込みをカバーできなか
った。
消費者の節約志向は強く、ネットで調べてよ

り安い方に流れるため、価格競争が加速しやす
い。活動は活発に行われていても、客単価はど
うしても下がる傾向にある。身を削るような値
下げ競争がみられる一方で、高級化路線を成功
させたところもある。生き残りをかけて厳しい
コストダウンが行われており、売上げが減って
も利益が出せる体質に変化してきた。高質な人
的サービスが売上げを伸ばすことに改めて気づ
き、本気で人材育成に力を入れるところが増え
ている。
平成21年は３Ｄ映画元年、電気自動車元年、

ミラーレス一眼カメラ元年、平成22年は電子書
籍元年、３Ｄテレビ元年などといわれ、革新的
な新商品が相次いで登場している。
インバウンドに期待する観光地だけでなく、

消費の旺盛な新たな消費者として、中国人観光
客に期待が集まっている。
平成21年のスポーツ部門の市場規模は、4兆66

0億円で、前年比2.4％マイナスとなった。
テニス用品の売上げは前年比3.0％マイナスと

なった。市場の牽引役であるラケットの動きが
悪い。特価品を中心に売れているため、低価格
化が顕著である。ここ10年、新規参入者は減っ
ており、コアなベビーユーザーは増えているも
のの、節約志向が非常に強いため、用品販売に
つながらない。ラケットは５年は使えるし、服
装コードもあまりうるさくいわれないため、最
新ウエアでなければ安価に入手できる。そんな
なかでボールとガットはよく動いており、シュ
ーズも健闘している。テニススクールでコーチ

がスクール生に紹介することが、最も販売につ
ながりやすい。比率は1割に満たないが、ネット
販売の比重が徐々に上昇している。
テニスクラブ・スクールの売上げは、前年比3.

3％マイナスとなった。会員制クラブでは、名門
クラブの閉鎖が続いている。会員が高齢化しつ
つ固定化する傾向にあるが、中高年層は自分が
満足するものにはお金を払う世代であるため、
収益は安定しやすい。クラブを地域の財産と位
置づけ、地域住民に無料開放する日を設けたり、
地域イベントを施設内で開催するところも見ら
れる。
スクールの業績は、リーマンショック以降も

比較的安定しているが、平成21年は両極化が進
んだ。小規模インドアテニスコートの増加は進
んでいる。一時のような冷暖房完備の豪華な施
設ではなく、コストを抑えた簡易式が主流であ
る。相続を機に施設を閉鎖するケースも見られ
はじめている。会員の集客は、口コミの効果が
最も大きい。
期待が大きいネットからの誘客手法はまだ模

索中であるが、やり方によっては新たなユーザ
ー開発に大きく寄与する可能性がある。複数社
が連携した会員募集の検討も始まっている。イ
ンドアコートは運営が天候に左右されないメリ
ットは大きいが、外部から存在がわかりにくく、
入りづらさにもつながっている。コアユーザー
向けには、現在の週１回利用を２回に増やすよ
うなサービスや料金体制が期待される。競技志
向の会員は少なく、健康づくりやコミュニケー
ションの場として期待されており、仲間づくり、
スクールライフの支援が重要になりつつある。
新規会員が減っているため、定着率向上に注

力するところが多い。あわせて、過去にテニス
を経験したことのある「テニス中断者」を再び
コートに呼び戻すことが業界の重要課題となっ
てきた。多くのクラブではこれまで物販にあま
り力を入れてこなかったが、ラケットやガット
張りなどの販売ノウハウを徐々に蓄積している。
スタッフやコーチの研修・教育に力を入れてい
るところは、厳しい経営環境でも売上げを伸ば
している。
民間施設の何倍も存在する公共施設を活用し

たスクール展開が期待されているが、現在は事
業者に余力がなく、新たなビジネスを企画し、

実現できるスタッフを育てられるところは多く
ない。

○テニスへの参加人口や参加率

○テニスへの参加率、男女別・年齢層別参加率（年に１回でもやったことのある人）
単位：％

２０年度 男 性 女 性

全体 10 20 30 40 50 60 全体 10 20 30 40 50 60

代 代 代 代 代 上 代 代 代 代 代 上

参 加 率：5.9 5.8 21.4 9.1 6.4 6.6 4.4 0.9 6.0 18.8 11.0 3.6 10.2 5.1 0.6

２１年度 男 性 女 性

全体 10 20 30 40 50 60 全体 10 20 30 40 50 60

代 代 代 代 代 上 代 代 代 代 代 上

参 加 率：7.3 7.7 25.0 13.5 5.6 7.2 4.1 5.6 6.8 26.4 9.2 4.1 5.3 4.5 5.0

○テニスに対する消費の実態

0.0 

5.0 

10.0 

15.0 

20.0 

25.0 

30.0 

35.0 

平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年
参加率 7.6  6.6  6.1  5.2  5.9  7.3 

年間平均活動回数 25.8  26.9  24.0  33.8  27.1  28.1 

参加希望率 12.5  10.3  10.4  8.6  10.9  11.7 

単位：％

テニスへの参加率等のデータ

参加率

年間平均活動回数

参加希望率

テニスを年１回以上行った人の割合

１人当たりの年間活動回数の平均

今後も続けたい、将来行いたい人の割合

0 

200 

400 

600 

800 

1,000 
840

730
670

570
650

750

単位：万人
テニスへの参加人口
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合計 用具等 会費等 １回当り費用

平成16年度 23,800  8,700 15,000 920

平成17年度 28,600  9,900 18,700 1,060

平成18年度 28,600  8,500 20,200 1,190

平成19年度 28,600  13,100 19,400 960

平成20年度 22,200  9,200 13,000 820

平成21年度 34,800  17,000 17,700 1,237

単位：円

テニスに対する消費の実態
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" TOPGUN PROJECT 2010 "
開 催 要 項

■名 称：経営勉強会 TOPGUN PROJECT 2010

■開催組織：主 催：社団法人日本テニス事業協会
主 管：社団法人日本テニス事業協会研修委員会
後 援：社団法人日本プロテニス協会（予定）
協 賛：サントリーフーズ株式会社
運 営：TOPGUN PROJECT 実行委員会

■会 場：メルパルク東京 〒105-8582 東京都港区芝公園2-5-20 TEL 03-3433-7210

【ＪＲ・モノレール浜松町下車徒歩８分、地下鉄三田線芝公園駅下車徒歩２分

地下鉄浅草線・大江戸線大門駅下車徒歩４分】

■期 日：平成２２年１０月１９日(火)～２０日(水)

■対 象：全国各地のテニス事業従事者及び業界関係者
１．クラブオーナー・マネージャー・コーチ・フロント等
２．スクール代表・マネージャー・コーチ・フロント等
３．テニス関連事業従事者

■定 員：１日目－１５０名 （先着順にて締切） ２日目－ １００名 （先着順にて締切）

■参加費用：１＆２日目参加 … ①加盟会員 20,000円（昼食２回、懇親会費を含む）

②ﾃﾆｽﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ 15,000円（昼食２回、懇親会費を含む）

③非 加 盟 30,000円（昼食２回、懇親会費を含む）

１日目のみ参加 … ①加盟会員 15,000円（昼食、懇親会費を含む）

②ﾃﾆｽﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ 10,000円（昼食、懇親会費を含む）

③非 加 盟 25,000円（昼食、懇親会費を含む）

２日目のみ参加 … ①加盟会員 10,000円（昼食を含む）

②ﾃﾆｽﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ 7,000円（昼食を含む）

③非 加 盟 20,000円（昼食を含む）

宿泊： メルパルク東京 9,500円（シングルルーム、１泊朝食付・税・サ込み）

（先着３０名、希望の方は申込書にご記入下さい）

■ポイント：財団法人日本体育協会公認テニス指導者の方（①スポーツ指導員、②コーチ、
③教師）は本セミナーおいて、JTAならびにJPTAの研修ポイントを１日につき２ポ
イント取得出来ますので、申込書に資格種類と登録No.をご記入下さい。
なお、JTA登録者は当日、公認テニス指導者研修会実習活動実績証をご持参下さい。

■申込締切：平成２２年１０月８日（金）

■申 込 先：社団法人日本テニス事業協会 事務局
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-8-3 小田急明治安田生命ビルＢ１
TEL 03-3346-2007 FAX 03-3343-2047 URL http://jtia-tennis.com

■申込方法：所定の申込用紙に必要事項をご記入の上、上記申込先まで郵送又はＦＡＸにてご
送付下さい。（お申し込み後、受付確認票をＦＡＸにてお送りいたします。）
なお、参加費用は締切日までに下記口座にお振込みをお願いいたします。

【振込先口座】 銀 行 名：三菱東京UFJ銀行 新宿中央支店
口座番号：普通口座 No.５４４８９３８
口 座 名：ＪＴＩＡ研修会 （ｼﾞｪｰﾃｨｰｱｲｴｰｹﾝｼｭｳｶｲ）

テーマ／“ 本物に勝るものなし！” 平成２２年１０月１９日（火）

時 間 会場 内 容

9:30～10:00 瑞雲 受付 メルパルク東京 ５Ｆ

10:00～10:10 瑞雲 開会、予定案内、注意事項

10:10～12:10 瑞雲 講 師：株式会社横浜フリエスポーツクラブ（横浜FC）
代表取締役会長兼ゼネラルマネージャー 奥寺 康彦氏

基調講演 テーマ：「①サッカーとの出会いからプロ選手になるまで
②ドイツ・ブンデスリーガでの９年間
③Ｊリーグスタートから今日まで
④日本代表（日本のサッカー） など」
1970年代当時、世界最高峰のリーグと言われたドイツのブンデスリーガ
で活躍した初めての日本人選手。３チームで９年間レギュラーとして活
躍され、引退後も指導者・経営者として数多くの選手やコーチの育成で
実績を残されました。その過程や様々な経験についてお話いただきます。

12:10～13:10 瑞雲 昼食（お弁当）

13:10～14:10 瑞雲 講 師：株式会社プロジェスト 常務取締役 社会保険労務士 守屋 達雄氏
テーマ：「テニススクールビジネスを長期的･安定的に成長させるためのヒント！」

講演 人事労務問題の解決、企業体質強化のプロフェッショナルとして、テニスス
クールのコンサルティングを行っている経験から、テニススクール事業にお
ける理想的な組織の在り方やスタッフのモチベーションを高く維持する為の
コツなどについてお話しいただきます。

14:20～17:45 瑞雲 テーマ：「スクール事業会社のトップリーダーが語る私の業績向上作戦は！」
進 行： 内藤 昇一研修委員長、雑賀 昇会長

パネルディス ﾊﾟﾈﾘｽﾄ：（株）スポーツクリエイト 曽根 正好氏
カッション （株）レック興発 志村 哲也氏

VIP･TOPグループ 井上 剛氏
ノアインドアステージ（株） 坪口 健吾氏
各社で活躍されているトップリーダーそれぞれが考えている、これからの
理想のテニススクール像についてお話いただきます。

18:00～19:30 牡丹 情報交換会＆懇親会 ３Ｆ

平成２２年１０月２０日（水）

時 間 会場 内 容

9:00～9:30 瑞雲 受付 メルパルク東京 ５Ｆ

9:30～12:00 瑞雲 講 師：アチーブメント株式会社 代表取締役 青木 仁志（さとし）氏
テーマ：「一生折れない自信のつくり方 実践編

講演 ～”揺るぎない自信”が人生を変える～」
同じ困難に直面しても、自信がある人はキャリアと捉えて、なんとか乗り越
えようと努力します。
反対に、自信がない人は、無理だと思い込んですぐにあきらめてしまいます。
この違いはなぜ起こるのでしょうか？
25万人以上の研修を担当した人材教育トレーナーがその秘訣を伝えます。
※青木氏著書：「一生折れない自信のつくり方 実践編」を事前購読される事をお薦めします。

12:00～13:00 昼食（お弁当）

13:00～16:00 瑞雲 講 師：アチーブメント株式会社 シニアプロスピーカー 丸山 直樹氏
テーマ：「達成力を高める5つのステップ

ワークショップ ～5万人以上が受講した世界屈指の目標達成プログラムのエッセンス～」
人生は有限です。だからこそ、人はその一度限りの人生を、より有意義に
充実して、楽しく豊かに過ごしたいと誰もが願っています。
選択理論心理学を土台にしたアチーブメントテクノロジーを学び、個人と
組織の目標達成力を高めます。

16:00～16:10 瑞雲 閉会

＊スケジュール・講演内容等につきましては都合により変更される場合もございますが、その際はご了承くださいますようお願い申し上げます。
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" TOPGUN PROJECT 2010 "
開 催 要 項

■名 称：経営勉強会 TOPGUN PROJECT 2010

■開催組織：主 催：社団法人日本テニス事業協会
主 管：社団法人日本テニス事業協会研修委員会
後 援：社団法人日本プロテニス協会（予定）
協 賛：サントリーフーズ株式会社
運 営：TOPGUN PROJECT 実行委員会

■会 場：メルパルク東京 〒105-8582 東京都港区芝公園2-5-20 TEL 03-3433-7210

【ＪＲ・モノレール浜松町下車徒歩８分、地下鉄三田線芝公園駅下車徒歩２分

地下鉄浅草線・大江戸線大門駅下車徒歩４分】

■期 日：平成２２年１０月１９日(火)～２０日(水)

■対 象：全国各地のテニス事業従事者及び業界関係者
１．クラブオーナー・マネージャー・コーチ・フロント等
２．スクール代表・マネージャー・コーチ・フロント等
３．テニス関連事業従事者

■定 員：１日目－１５０名 （先着順にて締切） ２日目－ １００名 （先着順にて締切）

■参加費用：１＆２日目参加 … ①加盟会員 20,000円（昼食２回、懇親会費を含む）

②ﾃﾆｽﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ 15,000円（昼食２回、懇親会費を含む）

③非 加 盟 30,000円（昼食２回、懇親会費を含む）

１日目のみ参加 … ①加盟会員 15,000円（昼食、懇親会費を含む）

②ﾃﾆｽﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ 10,000円（昼食、懇親会費を含む）

③非 加 盟 25,000円（昼食、懇親会費を含む）

２日目のみ参加 … ①加盟会員 10,000円（昼食を含む）

②ﾃﾆｽﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ 7,000円（昼食を含む）

③非 加 盟 20,000円（昼食を含む）

宿泊： メルパルク東京 9,500円（シングルルーム、１泊朝食付・税・サ込み）

（先着３０名、希望の方は申込書にご記入下さい）

■ポイント：財団法人日本体育協会公認テニス指導者の方（①スポーツ指導員、②コーチ、
③教師）は本セミナーおいて、JTAならびにJPTAの研修ポイントを１日につき２ポ
イント取得出来ますので、申込書に資格種類と登録No.をご記入下さい。
なお、JTA登録者は当日、公認テニス指導者研修会実習活動実績証をご持参下さい。

■申込締切：平成２２年１０月８日（金）

■申 込 先：社団法人日本テニス事業協会 事務局
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-8-3 小田急明治安田生命ビルＢ１
TEL 03-3346-2007 FAX 03-3343-2047 URL http://jtia-tennis.com

■申込方法：所定の申込用紙に必要事項をご記入の上、上記申込先まで郵送又はＦＡＸにてご
送付下さい。（お申し込み後、受付確認票をＦＡＸにてお送りいたします。）
なお、参加費用は締切日までに下記口座にお振込みをお願いいたします。

【振込先口座】 銀 行 名：三菱東京UFJ銀行 新宿中央支店
口座番号：普通口座 No.５４４８９３８
口 座 名：ＪＴＩＡ研修会 （ｼﾞｪｰﾃｨｰｱｲｴｰｹﾝｼｭｳｶｲ）

テーマ／“ 本物に勝るものなし！” 平成２２年１０月１９日（火）

時 間 会場 内 容

9:30～10:00 瑞雲 受付 メルパルク東京 ５Ｆ

10:00～10:10 瑞雲 開会、予定案内、注意事項

10:10～12:10 瑞雲 講 師：株式会社横浜フリエスポーツクラブ（横浜FC）
代表取締役会長兼ゼネラルマネージャー 奥寺 康彦氏

基調講演 テーマ：「①サッカーとの出会いからプロ選手になるまで
②ドイツ・ブンデスリーガでの９年間
③Ｊリーグスタートから今日まで
④日本代表（日本のサッカー） など」
1970年代当時、世界最高峰のリーグと言われたドイツのブンデスリーガ
で活躍した初めての日本人選手。３チームで９年間レギュラーとして活
躍され、引退後も指導者・経営者として数多くの選手やコーチの育成で
実績を残されました。その過程や様々な経験についてお話いただきます。

12:10～13:10 瑞雲 昼食（お弁当）

13:10～14:10 瑞雲 講 師：株式会社プロジェスト 常務取締役 社会保険労務士 守屋 達雄氏
テーマ：「テニススクールビジネスを長期的･安定的に成長させるためのヒント！」

講演 人事労務問題の解決、企業体質強化のプロフェッショナルとして、テニスス
クールのコンサルティングを行っている経験から、テニススクール事業にお
ける理想的な組織の在り方やスタッフのモチベーションを高く維持する為の
コツなどについてお話しいただきます。

14:20～17:45 瑞雲 テーマ：「スクール事業会社のトップリーダーが語る私の業績向上作戦は！」
進 行： 内藤 昇一研修委員長、雑賀 昇会長

パネルディス ﾊﾟﾈﾘｽﾄ：（株）スポーツクリエイト 曽根 正好氏
カッション （株）レック興発 志村 哲也氏

VIP･TOPグループ 井上 剛氏
ノアインドアステージ（株） 坪口 健吾氏
各社で活躍されているトップリーダーそれぞれが考えている、これからの
理想のテニススクール像についてお話いただきます。

18:00～19:30 牡丹 情報交換会＆懇親会 ３Ｆ

平成２２年１０月２０日（水）

時 間 会場 内 容

9:00～9:30 瑞雲 受付 メルパルク東京 ５Ｆ

9:30～12:00 瑞雲 講 師：アチーブメント株式会社 代表取締役 青木 仁志（さとし）氏
テーマ：「一生折れない自信のつくり方 実践編

講演 ～”揺るぎない自信”が人生を変える～」
同じ困難に直面しても、自信がある人はキャリアと捉えて、なんとか乗り越
えようと努力します。
反対に、自信がない人は、無理だと思い込んですぐにあきらめてしまいます。
この違いはなぜ起こるのでしょうか？
25万人以上の研修を担当した人材教育トレーナーがその秘訣を伝えます。
※青木氏著書：「一生折れない自信のつくり方 実践編」を事前購読される事をお薦めします。

12:00～13:00 昼食（お弁当）
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ワークショップ ～5万人以上が受講した世界屈指の目標達成プログラムのエッセンス～」
人生は有限です。だからこそ、人はその一度限りの人生を、より有意義に
充実して、楽しく豊かに過ごしたいと誰もが願っています。
選択理論心理学を土台にしたアチーブメントテクノロジーを学び、個人と
組織の目標達成力を高めます。

16:00～16:10 瑞雲 閉会

＊スケジュール・講演内容等につきましては都合により変更される場合もございますが、その際はご了承くださいますようお願い申し上げます。
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■第４回テニスプロデューサー有資格者限定研修会が６
月15日(火)主婦会館プラザエフにおいて開催され、53名
のテニスプロデューサーが参加されました。

１．･講　演
　　･｢宇宙一愛される経営」

(株)ライブレボリューション　代表取締役社長

　増永　寛之氏

・�成果主義が主流の現在
の日本でチームワーク
を大切にし業績をあげ
ている経営に大変感銘
を受けた。
・顧客第一主義ではなく
メンバー第一主義の考
え方に大変感銘を受け
た。
・人のために何ができるかを日々実践していきたい。
・素晴らしいヒントをいただけた。
・経営者として、リーダーとして明確な方向性を持って
いることに驚いた。
・分かりやすく丁寧な話だった。
・経営するとはどういうことか理解できた。
・「人材」というキーワードが頭に焼き付いてしまっ
た。
・物事を達成するためにいいシステムやハードを作り上
げても最終的なパワーは動かす人にあると感じた。
・明るい未来が見える環境を作っていきたい。
・メンバーの質の発想がおもしろかった。
・目からうろこの話が次々出て大変ためになった。
・チームワークが良くなるように人の手助けをしていき
たいと思った。
・最近新しく事業を始めたので活用させていただこうと
思います。
・人材採用の重要性がわかった。
・社長の想い、価値観を共有してもらえるよう頑張りた
い。
・従業員を大切にする重要性を再認識した。

・試してみたい事例や考え方があり参考になった。
・誰に対しても同じではなく個別の研修も大事なんだと
改めて感じた。
・自分の考え方に近く共感できた。
・「One�To�One」の意識を持ってスタッフとのコミュ
ニケーションを明日から実行していきたい。
・自分が直面している課題や悩みに内容が合致していて
お話を聞いて頭の整理ができて勇気が湧いてきた。
・本質だと思った。
・基本に戻れた。
・講師の方の情熱と誠実さが伝わってきた。
・事前に書籍を読んで参加していればもっとよかったと
思う。
・理想的な経営の話ですぐに導入できるものではない
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ダーシップ養成講座」
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・自分自身を見つめ直す
ことができ有意義だっ
た。
・行動特性診断は参考に
なった。
・コミットメントを実現
できるようにしていき
たい。
・リーダー像の固定概念
を外すことができた。
・社内研修にも役立てたい。
・切り口がおもしろかった。
・他人の意見を聞けたことがよかった。
・自分に対する人の意見が参考になった。
・丁寧でわかりやすかった。
・リーダーシップの奥深さと難しさ、必要なものを改め
て感じた。
・みんなで話し合うことの大切さを知った。
・明日からまた「やろう！」という意欲がわいてきた。
・質問上手になれるよう行動したいと思った。
・目的は一つでも色々な方法があるんだというリーダー
の多様性を感じた。

第４回テニスプロデューサー限定研修会

アンケート結果
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・生死・国をテーマにした内容は見直すべき。
・以前も同じようなセミナーを受講した気がする。
・期待外れ。

３．全体について

・多方面から角度を変えて考えていくことで意見が様々
でて刺激を受けた。
・次回もぜひ参加したい。
・初めて参加したが非常に満足できた。
・楽しいながらも内容の濃い研修だった。

・今後のやる気や改善する勇気をもらった。
・学んだことを持ち帰りできるだけ多くの人に伝えたい
と思う。
・両講演から「意図を明確にする」「スタッフ一人一人
の事を考える」ということを共通して感じた。
・講演と実践形式と両方がありとても充実していた。
・日頃からもっと本を読む等の勉強の必要性を感じた。
・火曜日以外の曜日の検討をお願いしたい。
・関西でもぜひ開催してほしい。
・決まったテーブルがあるのがよかった。
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" Tennis Producer 2010 "

第５回 テニスプロデューサー資格認定

講習会＆試験 実施要項
平成２２年１１月１６日(火)～１８日(木)

受講＆受験方法が２通りあります！

☆Ａコース（基礎編） 1日＋半日で取得

「テニスプロデューサーⅠ及びⅡ」資格取得コース
※フロントスタッフからコーチの方まで基本的な事を学びたい方の参加大歓迎です。

＊平成２２年１１月１６日(火) 終日 基礎編の講義・試験

＊平成２２年１１月１７日(水) 午前 基礎編の試験

＊５科目得点が全て８０点以上の場合は、テニスプロデューサーⅠ認定

＊５科目得点が全て６０点以上の場合は、テニスプロデューサーⅡ認定

☆Ｂコース（基礎＋応用編） ３日で取得

「シニアテニスプロデューサー」資格取得コース
※将来の支配人を目指す方、経営を勉強したい方などのご参加を歓迎します。

＊平成２２年１１月１６日(火) 終日 基礎編の講義・試験

＊平成２２年１１月１７日(水) 午前 基礎編の試験・シニア編の講義

＊平成２２年１１月１７日(水) 午後 シニア編の講義

＊平成２２年１１月１８日(木) 午前 シニア編の試験

＊平成２２年１１月１８日(木) 午後 シニア編の講義・試験

＊10科目得点が全て８０点以上の場合は、シニアテニスプロデューサー１次試験合格

＊基礎編５科目得点が全て８０点以上の場合は、テニスプロデューサーⅠ認定

＊基礎編５科目得点が全て６０点以上の場合は、テニスプロデューサーⅡ認定

★既存資格のアップグレードまたは過去の受験経験者の方

＊既にテニスプロデューサーⅠまたはⅡ資格取得者でアップグレードを希望の方、

または受験経験者は過去３年間の試験結果を基に上記基準に合わせて必要な科目に

ついて受講と受験を行ってください。

＊「財務管理－基礎」については平成１９･２０年は６０点以上取得で免除とします。

（過去の結果についてご不明な際は、お気軽に事務局までお問い合わせください）

" Tennis Producer 2010 "
第５回 テニスプロデューサー資格認定

講習会＆試験 実施要項
■開催組織：主 催：社団法人日本テニス事業協会

主 管：社団法人日本テニス事業協会資格委員会

後 援：社団法人日本プロテニス協会(予定)

■会 場：メルパルク東京 〒105-8582 東京都港区芝公園2-5-20 TEL 03-3433-7210

【ＪＲ・モノレール浜松町下車徒歩８分、地下鉄三田線芝公園駅下車徒歩２分

地下鉄浅草線・大江戸線大門駅下車徒歩４分】

■期 日：平成２２年１１月１６日（火）９：００ ～ １１月１８日（木）１６：４５

■受講対象：①Aコース （テニス事業に関わるコーチ・フロントスタッフ等）

※フロントスタッフからコーチの方まで基本的な事を学びたい方の参加大歓迎です。

②Ｂコース （テニス事業に関わる経営者・支配人・ヘッドコーチ・フロントチーフ等）

※将来の支配人を目指す方、経営を勉強したい方などのご参加を歓迎します。

■定 員：１００名 （先着順にて締切）

■参加費用：①Aコース 基礎編 （テニスプロデューサーⅠ＆Ⅱ資格取得コース）
受講料：\30,000(テキスト代込）、受験料：\10,000＝合計\40,000（昼食１回込み）

②Bコース 基礎＋応用編 (シニアテニスプロデューサー資格取得コース)
受講料：\50,000(テキスト代込）、受験料：\10,000＝合計\60,000（昼食3回込み）

③有資格者アップグレード・再受験コース
受講料＆受験料：１科目につき\10,000 （最大\60,000）

※③で参加の際は対象科目以外も受講可能となります。（但し、昼食は別）

■キャンセル料：当日１００％、１営業日前５０％のキャンセル料金を頂戴いたします。
テキストは返却願います。（返金手数料及び返却送料は参加者負担とします。）

■試験結果の発表：平成２２年１２月１０日以降、郵送にてお知らせいたします。

■ポイント：財団法人日本体育協会公認テニス指導者の方（①スポーツ指導員、②コーチ、
③教師）は本研修会において、JTAならびにJPTAの研修ポイントを初日と２日目に
つき１ポイント取得出来ますので、申込書に資格種類と登録No.をご記入下さい。
なお、JTA登録者は当日、公認テニス指導者研修会実習活動実績証をご持参下さい。

■申込締切：平成２２年１１月１日（月） ※テキストは１ヶ月前から配布予定

■申 込 先：社団法人日本テニス事業協会 事務局
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-8-3 小田急明治安田生命ビルＢ１
TEL 03-3346-2007 FAX 03-3343-2047 URL http://jtia-tennis.com

■申込方法：所定の申込用紙に必要事項をご記入の上、上記申込先まで郵送又はＦＡＸにてご
送付下さい。（お申し込み後、受付確認票をＦＡＸにてお送りいたします。）
なお、参加費用は締切日までに下記口座にお振込みをお願いいたします。

【振込先口座】 銀 行 名：三菱東京UFJ銀行 新宿中央支店
口座番号：普通口座 No. ５７４７０９８
口 座 名：ＪＴＩＡ テニスプロデューサー （ｼﾞｴｲﾃｲｱｲｴｰﾃﾆｽﾌﾟﾛﾃﾞﾕｰｻｰ）
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2010年
11月16日(火)、17日(水)、18日(木)

期日 時 間 会場 テ ー マ 講師／試験官

平 9:00～9:30 孔雀 開会挨拶 会長 雑賀 昇
成
22 9:30～11:00 基礎編 講義 緑ヶ丘テニスガーデン
年 「顧客管理」 中山 和義
11
月 11:10～12:10 基礎編 講義 東戸塚松原テニススクール
16 「テニス基礎知識」 松原 雄二
日
(火) 12:10～13:00 昼食

13:00～15:00 基礎編 講義 (株)レック興発
「イベント・商品販売」 新堀 丘

15:10～16:40 基礎編 講義 (株)スポーツクリエイト
「安全管理」 金田 彰

16:50～18:20 基礎編 講義 (株)船井財産コンサルタンツ
「財務管理－基礎編」 萬代 猛

18:35～19:00 筆記試験「テニス基礎知識」 松原 雄二

19:15～19:45 筆記試験「顧客管理」 中山 和義

平 9:00～9:30 孔雀 筆記試験「イベント・商品販売」 新堀 丘
成
22 9:45～10:15 筆記試験「安全管理」 金田 彰
年
11 10:30～11:00 筆記試験「財務管理－基礎編」 萬代 猛
月
17 11:10～12:40 シニア編 講義 (株)船井財産コンサルタンツ
日 「財務管理－応用編」 萬代 猛
(水)

12:40～13:30 昼食

13:30～15:30 シニア編 講義 (株)船井財産コンサルタンツ 牧野孝彦
「マーケティング」 高木工業(株) 鴻巣 敦

15:40～17:40 シニア編 講義 (株)プロジェスト 守屋 達雄
「労務管理」 高木工業(株) 平井 雄介

17:50～19:20 シニア編 講義 (株)クリヤマスポーツプロモーションズ
「施設管理」 栗山 雅則

平 9:15～9:45 牡丹 筆記試験「マーケティング」 牧野 孝彦、鴻巣 敦
成
22 10:00～10:30 筆記試験「労務管理」 守屋 達雄、平井 雄介
年
11 10:45～11:15 筆記試験「財務管理－応用編」 萬代 猛
月
18 11:30～12:00 筆記試験「施設管理」 栗山 雅則
日
(木) 12:00～12:45 昼食

12:45～15:15 シニア編 講義 (社)日本テニス事業協会
「人材育成」 雑賀 昇

15:30～16:30 小論文 「人材育成」 雑賀 昇

16:30～16:45 閉会挨拶 資格委員長 大西 雅之

＊スケジュール・講師・内容等につきましては都合により変更される場合もございますが、その際はご了承くださいますようお願い申し上げます。

【テニスプロデューサー制度】…商標登録済

創設目的：★事業者（経営者）が求める優秀な人材を認

める

★テニス施設を活性化し、経営を安定させる

事が出来る人を育成する。

定 義：広く一般にテニスビジネスをプロデュースで

きる人を認める制度

目 標：テニスを業とする優秀な経営者並びに管理者

を育成する。（利益が出せる経営・管理を行

う手法を学び身につける）

導入ﾒﾘｯﾄ：本人のスキルアップ・ステータスアップ、業

界全体のレベルアップ＆採用や昇給の判断材

料に適用できる。

資格名称：◆エグゼクティブ・テニスプロデューサー

（Executive Tennis Producer）
◆シニア・テニスプロデューサー

（Senior Tennis Producer）
◆テニスプロデューサーⅠ

（Tennis ProducerⅠ）

◆テニスプロデューサーⅡ

（Tennis ProducerⅡ）

対 象 者： テニス事業に関わる経営者・支配人・マネ

ージャー・コーチ・フロント等

認定要件：

①ＪＴＩＡ加盟事業所の社員または契約社員（アルバイ

トは不可）

②テニス事業（テニスビジネス）の経験と実績がある

（エグゼクティブ／１０年以上、シニア／５年以上、テ

ニスプロデューサー／３年以上）

③ＪＴＩＡ登録代表者からの推薦

④能力試験 （受講と受験は非加盟でも可能）

《 ①＋②＋③＋④＝全ての条件を満たした場合に認定

する 》

＊④の「受講と受験は非加盟でも可能」とは認定要件を

満たしていなくとも、合格は可能であり要件を満たし

た後、認定されるもの。

＊未認定合格者はテニスプロデューサー資格試験合格者

と呼称。

受講＆受験資格：テニスビジネスに関わっている人、ま

た今後関わる予定の人（学生可）

認 定 料：10,000円 （認定証と登録カードを発行）

更 新 料：20,000円 （２年目以降毎年）

更 新：１年ごとの更新 ※更新条件は別紙

有効期間：１月１日～12月31日

認定有資格者へは以下の対応と特典がございま

す。

●協会HPとJTIA News! にテニスプロデューサー

有資格者名簿を掲載します。

●テキスト改訂版を送付いたします。

●有資格者対象の勉強会と懇親会への参加資格。

●JTIA主催のセミナーやトップガン研修会へ特

別料金にて参加可能。

●希望者には「テニスプロデューサー」ロゴマ

ーク入り名刺用台紙を100枚進呈。

【注意事項】

＊テキストは講習会＆試験の約１ヶ月前にお申し込み

いただきました事業所を通じて送付いたします。

当日までに十分予習いただきますようお願い申し上

げます。

＊講習会＆試験当日は筆記用具をご持参ください。

＊講習中＆試験中は、原則として携帯電話は利用不可

とさせていただきます。

＊試験後、問題・答案用紙は回収させていただきます。

＊採点後の答案用紙返却はいたしません。

＊各自の試験取得点数は公表いたしません。

＊科目毎の合否のみ発表いたします。

特注事項

第５回テニスプロデューサー資格認定講習会＆

試験につきましては、その対象資格はシニア・テニ

スプロデューサーとテニスプロデューサーⅠ＆Ⅱ

を認定する事を目的に実施させていただきます。

合格要件につきまして、シニア・TPは試験にお

いて優秀な成績を収めた方を対象に二次試験とし

ての面接を行います。テニスプロデューサーⅠ＆

Ⅱについては、試験結果により認定をさせていた

だきます。

＝合格要件＝
◆シニア・テニスプロデューサー

・受験科目、全てに於いて80点以上

・面接

◆テニスプロデューサーⅠ

・基礎科目、全てに於いて80点以上

◆テニスプロデューサーⅡ

・基礎科目全てに於いて60点以上

●結果発表：後日、郵送にて発表いたします。

【資格アップグレード方法】

既に資格を有する方で、テニスプロデューサーⅠ＆

Ⅱの方は上位資格へアップグレードが可能です。

過去３年間の結果で不合格科目を再受講・受験し、

上記の合格要件を満たして下さい。

３年を経過した受験結果は全て無効となります。
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2010年
11月16日(火)、17日(水)、18日(木)

期日 時 間 会場 テ ー マ 講師／試験官

平 9:00～9:30 孔雀 開会挨拶 会長 雑賀 昇
成
22 9:30～11:00 基礎編 講義 緑ヶ丘テニスガーデン
年 「顧客管理」 中山 和義
11
月 11:10～12:10 基礎編 講義 東戸塚松原テニススクール
16 「テニス基礎知識」 松原 雄二
日
(火) 12:10～13:00 昼食

13:00～15:00 基礎編 講義 (株)レック興発
「イベント・商品販売」 新堀 丘

15:10～16:40 基礎編 講義 (株)スポーツクリエイト
「安全管理」 金田 彰

16:50～18:20 基礎編 講義 (株)船井財産コンサルタンツ
「財務管理－基礎編」 萬代 猛

18:35～19:00 筆記試験「テニス基礎知識」 松原 雄二

19:15～19:45 筆記試験「顧客管理」 中山 和義

平 9:00～9:30 孔雀 筆記試験「イベント・商品販売」 新堀 丘
成
22 9:45～10:15 筆記試験「安全管理」 金田 彰
年
11 10:30～11:00 筆記試験「財務管理－基礎編」 萬代 猛
月
17 11:10～12:40 シニア編 講義 (株)船井財産コンサルタンツ
日 「財務管理－応用編」 萬代 猛
(水)

12:40～13:30 昼食

13:30～15:30 シニア編 講義 (株)船井財産コンサルタンツ 牧野孝彦
「マーケティング」 高木工業(株) 鴻巣 敦

15:40～17:40 シニア編 講義 (株)プロジェスト 守屋 達雄
「労務管理」 高木工業(株) 平井 雄介

17:50～19:20 シニア編 講義 (株)クリヤマスポーツプロモーションズ
「施設管理」 栗山 雅則

平 9:15～9:45 牡丹 筆記試験「マーケティング」 牧野 孝彦、鴻巣 敦
成
22 10:00～10:30 筆記試験「労務管理」 守屋 達雄、平井 雄介
年
11 10:45～11:15 筆記試験「財務管理－応用編」 萬代 猛
月
18 11:30～12:00 筆記試験「施設管理」 栗山 雅則
日
(木) 12:00～12:45 昼食

12:45～15:15 シニア編 講義 (社)日本テニス事業協会
「人材育成」 雑賀 昇

15:30～16:30 小論文 「人材育成」 雑賀 昇

16:30～16:45 閉会挨拶 資格委員長 大西 雅之

＊スケジュール・講師・内容等につきましては都合により変更される場合もございますが、その際はご了承くださいますようお願い申し上げます。

【テニスプロデューサー制度】…商標登録済

創設目的：★事業者（経営者）が求める優秀な人材を認

める

★テニス施設を活性化し、経営を安定させる

事が出来る人を育成する。

定 義：広く一般にテニスビジネスをプロデュースで

きる人を認める制度

目 標：テニスを業とする優秀な経営者並びに管理者

を育成する。（利益が出せる経営・管理を行

う手法を学び身につける）

導入ﾒﾘｯﾄ：本人のスキルアップ・ステータスアップ、業

界全体のレベルアップ＆採用や昇給の判断材

料に適用できる。

資格名称：◆エグゼクティブ・テニスプロデューサー

（Executive Tennis Producer）
◆シニア・テニスプロデューサー

（Senior Tennis Producer）
◆テニスプロデューサーⅠ

（Tennis ProducerⅠ）

◆テニスプロデューサーⅡ

（Tennis ProducerⅡ）

対 象 者： テニス事業に関わる経営者・支配人・マネ

ージャー・コーチ・フロント等

認定要件：

①ＪＴＩＡ加盟事業所の社員または契約社員（アルバイ

トは不可）

②テニス事業（テニスビジネス）の経験と実績がある

（エグゼクティブ／１０年以上、シニア／５年以上、テ

ニスプロデューサー／３年以上）

③ＪＴＩＡ登録代表者からの推薦

④能力試験 （受講と受験は非加盟でも可能）

《 ①＋②＋③＋④＝全ての条件を満たした場合に認定

する 》

＊④の「受講と受験は非加盟でも可能」とは認定要件を

満たしていなくとも、合格は可能であり要件を満たし

た後、認定されるもの。

＊未認定合格者はテニスプロデューサー資格試験合格者

と呼称。

受講＆受験資格：テニスビジネスに関わっている人、ま

た今後関わる予定の人（学生可）

認 定 料：10,000円 （認定証と登録カードを発行）

更 新 料：20,000円 （２年目以降毎年）

更 新：１年ごとの更新 ※更新条件は別紙

有効期間：１月１日～12月31日

認定有資格者へは以下の対応と特典がございま

す。

●協会HPとJTIA News! にテニスプロデューサー

有資格者名簿を掲載します。

●テキスト改訂版を送付いたします。

●有資格者対象の勉強会と懇親会への参加資格。

●JTIA主催のセミナーやトップガン研修会へ特

別料金にて参加可能。

●希望者には「テニスプロデューサー」ロゴマ

ーク入り名刺用台紙を100枚進呈。

【注意事項】

＊テキストは講習会＆試験の約１ヶ月前にお申し込み

いただきました事業所を通じて送付いたします。

当日までに十分予習いただきますようお願い申し上

げます。

＊講習会＆試験当日は筆記用具をご持参ください。

＊講習中＆試験中は、原則として携帯電話は利用不可

とさせていただきます。

＊試験後、問題・答案用紙は回収させていただきます。

＊採点後の答案用紙返却はいたしません。

＊各自の試験取得点数は公表いたしません。

＊科目毎の合否のみ発表いたします。

特注事項

第５回テニスプロデューサー資格認定講習会＆

試験につきましては、その対象資格はシニア・テニ

スプロデューサーとテニスプロデューサーⅠ＆Ⅱ

を認定する事を目的に実施させていただきます。

合格要件につきまして、シニア・TPは試験にお

いて優秀な成績を収めた方を対象に二次試験とし

ての面接を行います。テニスプロデューサーⅠ＆

Ⅱについては、試験結果により認定をさせていた

だきます。

＝合格要件＝
◆シニア・テニスプロデューサー

・受験科目、全てに於いて80点以上

・面接

◆テニスプロデューサーⅠ

・基礎科目、全てに於いて80点以上

◆テニスプロデューサーⅡ

・基礎科目全てに於いて60点以上

●結果発表：後日、郵送にて発表いたします。

【資格アップグレード方法】

既に資格を有する方で、テニスプロデューサーⅠ＆

Ⅱの方は上位資格へアップグレードが可能です。

過去３年間の結果で不合格科目を再受講・受験し、

上記の合格要件を満たして下さい。

３年を経過した受験結果は全て無効となります。



18

　新たに日本テニス事業協会に入会された
株式会社スポーツフォーフォールの大村竜助
さんをご紹介いたします。
　「テニス普及」「ジュニア育成」を中心に
精力的に活動をされていらっしゃる様子を静
岡県浜松市をお訪ねしインタビューしました。

■  海外から浜松へ

　9 月上旬、浜松駅で待ち合わせをさせて
いただき、浜松商工会議所内のレストランで
食事を取りながらのインタビューとなりました。

記者：大村さん、早速ですがテニスを始め
たのはいつからですか？

大村：高校時代に始めました。当時はまだ
まだテニスは上手くはなかったです。大阪で
の大学時代にアルバイトコーチを始め、そこ
で「生徒は
気が大きくて、
強い人のオ
ーラに引か
れてやって
来る。
気によって生
徒が引きつ
けられるから、コーチは何かを教えることよりも、
まず、気に対する意識を持ちなさい。」と教
えていただきました。人生にも役立ち、コー
チとしてもとても大切な考え方と感じて、気の
本とかを読みあさりました。それ以降、自分
なりの指導理論を研究してレッスンで実践して
いくことになりました。

記者：海外での生活が長いとお伺いしており
ますが。

大村：外国語大学に通っていたことから、
英語を使う仕事に就きたいという気持ちがあ
りました。英語、好きなテニス、それなりのサ
ラリーがある仕事と考えて、クラブメッドで働く
ことを選びました。

記者：クラブメッドとは何か特別な接点をお
持ちだったのですか。

大村：先輩が働いていらして、その方が現
地から葉書を下さって、お前には合ってるぞ

でした。まずは、北海道のサホロ、そしてバリ、
バハマで働きました。ホップマンなどアメリカに
残ることも考えもしましたが、自分なりの指導
ができる環境を求めて、2002 年に帰国しまし
た。
その後、教職を目指して大学の通信課程に
入りました。昼はレポートを書き、夕方はレッ
スンをやり、深夜に国際電話のオペレーター
としながら数年過ごしました。
心の中にはテニス中心の仕事をしたい気持ち
がありました。そこで浜松にマネージャーをや
って欲しいという施設があり応募しました。結
局、教職は取れなかったのですが、テニス
中心の生活に戻りました。それで 2006 年リ
ューテニスアカデミーを作って活動を始めまし
た。

■  現在の活動

記者：大村さんが手がけていらっしゃるお仕
事についてお伺いできますか？

大村：東陽テニスクラブを中心にした子供達
のためのスクール「リューテニスアカデミー」
を開催しております。
浜松市の施設３か所でのテニス教室をやった
り、テニス普及にご理解をいただいている「あ
すなろ幼稚園」などで指導を行っています。

記者：どんなプログラムですか？

大 村：ITF（国 際 テ ニ ス 連 盟）の
「Play&Stay」プログラムと、開発した「て
のひらけっと」という道具を使った「エブリィ
テニス」の２つのプログラムを融合して、年
齢や体力に合わせて道具やコートサイズを変
えて、ラリーやゲームをすることを楽しんでい
ただけるようしています。

記者：現在、スタッフの方は何人ほどいらっ
しゃるのですか？

大村：役員がひとり、社員がひとりです。そ
れからアルバイトで事務とコーチが各１名です。

■  「エブリィテニス」とは？

手のひらを中に入れて使うスポンジ製のラケッ
ト「てのひらけっと」を使うことで、何時でも、

何処でも、誰にでもできるということからこの
プログラムを「エブリィテニス」を名付けました。
すぐに夢中になって遊ぶことができます。これ
がテニスの普及にもつながると考えています。
また、「エブリィテニス」は幼年期から少年期
の脳の発達を可能にします。

「はなまるマ
ーケット」「ワ
ールドビジネ
スサテライト」
などのメディ
アで相次い
で紹介され
ました。

はままつビジ
ネスコンテス
ト 2009 にお
いて、「エブ
リィテニス」
のビジネスプ
ランが一般
部門の優秀
賞として浜
松市長より
表彰されまし
た。

■  てのひらけっとの開発

大村：サッカーみたいに一つのボールに群が
って楽しむ、でも、それが出来ないのがテニ
スです。市販のおもちゃ屋さんのラケットは手
のひらで打つのとは随分違います。プラスチ
ックの硬い部分は危ないですし、それなら作
るしかないなということになり、制作することに
しました。

記者：随分と試行錯誤があったと思いますが。

大村：最初は工業製品の緩衝材を買って、
切り抜いて接着して作りました。子供達に使
ってもらって、素材を硬めにしたり、色を変え
たりと改良を加えました。
裏と表の色を変たことで指定した色の面で打
つなど、頭を使ったトレーニングができるように
なりました。

記者：製造はどちらでなさったのですか？

大村：浜松の楽器メーカーの下請工場です。
ピアノ部品の型抜きなどをしている工場です。

■  普及を考えたレッスンシステム

記者：現在の指導対象は子供達だけですか？

大村：始めた当初は大人の指導もしていまし
た。子供のレッスンに力を入れたいと思ってい
ましたし、生徒数もそれなりに増えなんとかや
っていけそうと考え、子供だけに絞りました。

記者：今後はどんな方向へ進もうとお考えで
すか？

大村：浜松という立地ではスクールだけでは
安定することは難しく、物販もビジネスの中心
にしたいと思っています。
「てのひらけっと」が取材もされるようになり、
これを機会に商品化して物販の基盤づくりを
したいと考えました。
今後はスタッフの数を増やしてスクール部門を
充実させ、「エブリィテニス」を広めテニスの
普及をすることで、子供達がスポーツに参加
する環境を作っていきたいと思っています。

記者：リューテニスアカデミーのスクールシス
テムについて教えて下さい。

大村：４レッスンで 3,000 円のチケット制にな
っています。

記者：お客様にとってはありがたい制度です
ね。無駄のないチケット制に単価も安く設定
されていらっしゃるようですね。

大村：毎日テニスをする子供なら１面全部を
利用してテニスをやるべきかもしれません。で
も、週一回テニスをする子なら１面は必要あ
りません。小さなコートで相手のいないところ
に打ってゲームを楽しむ「Play&Stay」プロ
グラムを取り入れていくことで 10 名くらいの人
数でも楽しいレッスンができます。
今年５月からシステムを変えて、今様子を見
ているところです。

記者：10 名以上でのレッスンをイメージして
の料金設定ということですね。

大村：そうです。今は不況ですし、ユニク
ロ型か一流ブランド型かのどっちかかなと…。
中間的な金額設定のところは淘汰されていく
ところもあるのではないかと思っています。
うちは普及ですからユニクロ型を目指そうとし
ています。たくさん子供達が居る中で子供達
が切磋琢磨して仲間と一緒に成長していける
ようなレッスンを築こうとしています。今は生徒
が沢山いても楽しんでもらえるプログラムを作
って行きたいと考えています。

■  事業協会との出会い

記者：事業協会をお知りになったきっかけは
何ですか？

大村：昨年、中嶋康博さんにお会いするこ
とがあってアドバイスをいただく機会がありまし

た。また、この 3 月に日本テニス協会の
「Play&Stay」講習会で加藤事務局長とお
会いしました。会員となっていらっしゃる先輩
にもアドバイスをいただいたき、自分の勉強の
場として事業協会に入会させていただくこと
にしました。

■  小学校の授業になるのが理想

記者：スポーツフォーオールとして目指してい
らっしゃることは何ですか？

大村：テニスはコーディネーション能力やコミ
ュニケーション能力を向上させるにはすばらし
いスポーツです。試合では自分ひとりで何と
かしなければなりません。子供の頃にやるも
のとして、いろいろな点で学びがあると思い
ます。ですから、小学校などの義務教育に
取り入れることが目標です。
ラケットを使うには相当の練習をしなければい
けません。「てのひらけっと」なら運動嫌いの
子供でも、安全にスポーツを楽しんでもらえま
す。

■  浜松市新橋体育センター

浜松市南区にある公共の体育施設「新橋
体育センター」でのテニス教室がスタートす
るとのこと、同行しレッスンの様子を見学いた
しました。

大村さんの元気な「お願いします！」の挨拶
で 8 名の小学生低学年のクラスは始まりまし
た。
子供の名前
を一人ずつ
呼んで大き
な返事が体
育館に響きま
す。大きな
声を出させ
ることで子供
達の積極性
を引き出して
いきます。

チャレンジに
対し励まし、
上手くできた
ときはハイタ
ッチでコミュ
ニケーション
を取ります。
子供一人一
人 に、ここ
が良かったと
褒めることでさらにやる気を高めます。
始める前には「お願いします。」終わりは「あ
りがとうございました。」と練習するパートナー
に向かって大きな声で挨拶することを徹底し
ています。そして、子供達が自分から声を掛
けてパートナーを探すことがレッスンのルール
になっています。

まわりで見ているご父兄の皆さんとのコミュニ
ケーションにも気を配り、子供達が本来持っ
ている元気な部分を引き出し、伸び伸びとテ
ニスを楽しむ姿を見ることができました。まさに、
大村さんのハートとレッスンスキルの高さを感
じるレッスンでした。

■  リューテニスアカデミー

浜松市南区の東陽テニスクラブに車で約 20
分移動。リューテニスアカデミーでは、幼稚
園児対象のレッスンを見学させていただきまし
た。
ラケットを持たない遊びのなかに、上手くコー
ディネーショントレーニングを取り入れ、４人の
幼稚園児と
ゾ ウ さ ん、
ペンギンさん、
カンガルーに、
キリンさんに
なったりする
体操などとて
も微笑ましい
レッスンでした。

　子供達への普及活動を柱として、地方都
市、浜松で明確なビジョンを持ってテニスビジ
ネスに挑んでいらしゃる大村竜助さん、「子
供達が仲間と一緒に成長する。」ことをテー
マとしたリューテニスアカデミーの運営を柱に、
公的施設での普及活動をすすめ、さらに用
具開発とその物販など幅広い活動について
ご紹介いたしました。

お忙しい中、お時間をいただきました大村様
に感謝申し上げます。また、取材にご協力
いただきました浜松の皆様ほんとうにありがと
うございました。
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取材：広報委員　金田　丸山

（株）スポーツフォーオール

〒432-8011
静岡県浜松市中区城北1－4－21
TEL:053-415-8831
http://www.s4a.co.jp/

大村竜助さんプロフィール

・1976年生まれ。静岡県浜松市出身。
・1998-2002 年　クラブメッドのインター
ナショナルスタッフとして国内、バリ、バハ
マでゲストリレーション、テニスチーフ、
キャッシャーチーフとして勤務。ATP テニ
スインストラクターとして認定を受ける。

・2003-2004 年　外資系酒造メーカー営
業として勤務。

・2004-2006 年　国内テニスクラブにて
ジュニアテニスコーチとして勤務。

・2006年　リューテニスアカデミー設立
・2007 年　株式会社スポーツフォーオール
を設立し現在に至る。

・テニスのコーチング、特にパフォーマンス
を高めるメンタルマネージメント、フィジカ
ルトレーニングに精通し、スポーツ医学応
急救護者国際ライセンス、チャイルドマイ
ンダー、色彩コーディネーター 2 級、
TOEIC850、英検準１級など取得資格多数。

レッスンで子供たちと体操をする大村さんレッスンで子供たちと体操をする大村さん
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で「生徒は
気が大きくて、
強い人のオ
ーラに引か
れてやって
来る。
気によって生
徒が引きつ
けられるから、コーチは何かを教えることよりも、
まず、気に対する意識を持ちなさい。」と教
えていただきました。人生にも役立ち、コー
チとしてもとても大切な考え方と感じて、気の
本とかを読みあさりました。それ以降、自分
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バハマで働きました。ホップマンなどアメリカに
残ることも考えもしましたが、自分なりの指導
ができる環境を求めて、2002 年に帰国しまし
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具開発とその物販など幅広い活動について
ご紹介いたしました。

お忙しい中、お時間をいただきました大村様
に感謝申し上げます。また、取材にご協力
いただきました浜松の皆様ほんとうにありがと
うございました。
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取材：広報委員　金田　丸山

（株）スポーツフォーオール

〒432-8011
静岡県浜松市中区城北1－4－21
TEL:053-415-8831
http://www.s4a.co.jp/

大村竜助さんプロフィール

・1976年生まれ。静岡県浜松市出身。
・1998-2002 年　クラブメッドのインター
ナショナルスタッフとして国内、バリ、バハ
マでゲストリレーション、テニスチーフ、
キャッシャーチーフとして勤務。ATP テニ
スインストラクターとして認定を受ける。

・2003-2004 年　外資系酒造メーカー営
業として勤務。

・2004-2006 年　国内テニスクラブにて
ジュニアテニスコーチとして勤務。

・2006年　リューテニスアカデミー設立
・2007 年　株式会社スポーツフォーオール
を設立し現在に至る。

・テニスのコーチング、特にパフォーマンス
を高めるメンタルマネージメント、フィジカ
ルトレーニングに精通し、スポーツ医学応
急救護者国際ライセンス、チャイルドマイ
ンダー、色彩コーディネーター 2 級、
TOEIC850、英検準１級など取得資格多数。

レッスンで子供たちと体操をする大村さんレッスンで子供たちと体操をする大村さん
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　新たに日本テニス事業協会に入会された
株式会社スポーツフォーフォールの大村竜助
さんをご紹介いたします。
　「テニス普及」「ジュニア育成」を中心に
精力的に活動をされていらっしゃる様子を静
岡県浜松市をお訪ねしインタビューしました。

■  海外から浜松へ

　9 月上旬、浜松駅で待ち合わせをさせて
いただき、浜松商工会議所内のレストランで
食事を取りながらのインタビューとなりました。

記者：大村さん、早速ですがテニスを始め
たのはいつからですか？

大村：高校時代に始めました。当時はまだ
まだテニスは上手くはなかったです。大阪で
の大学時代にアルバイトコーチを始め、そこ
で「生徒は
気が大きくて、
強い人のオ
ーラに引か
れてやって
来る。
気によって生
徒が引きつ
けられるから、コーチは何かを教えることよりも、
まず、気に対する意識を持ちなさい。」と教
えていただきました。人生にも役立ち、コー
チとしてもとても大切な考え方と感じて、気の
本とかを読みあさりました。それ以降、自分
なりの指導理論を研究してレッスンで実践して
いくことになりました。

記者：海外での生活が長いとお伺いしており
ますが。

大村：外国語大学に通っていたことから、
英語を使う仕事に就きたいという気持ちがあ
りました。英語、好きなテニス、それなりのサ
ラリーがある仕事と考えて、クラブメッドで働く
ことを選びました。

記者：クラブメッドとは何か特別な接点をお
持ちだったのですか。

大村：先輩が働いていらして、その方が現
地から葉書を下さって、お前には合ってるぞ

でした。まずは、北海道のサホロ、そしてバリ、
バハマで働きました。ホップマンなどアメリカに
残ることも考えもしましたが、自分なりの指導
ができる環境を求めて、2002 年に帰国しまし
た。
その後、教職を目指して大学の通信課程に
入りました。昼はレポートを書き、夕方はレッ
スンをやり、深夜に国際電話のオペレーター
としながら数年過ごしました。
心の中にはテニス中心の仕事をしたい気持ち
がありました。そこで浜松にマネージャーをや
って欲しいという施設があり応募しました。結
局、教職は取れなかったのですが、テニス
中心の生活に戻りました。それで 2006 年リ
ューテニスアカデミーを作って活動を始めまし
た。

■  現在の活動

記者：大村さんが手がけていらっしゃるお仕
事についてお伺いできますか？

大村：東陽テニスクラブを中心にした子供達
のためのスクール「リューテニスアカデミー」
を開催しております。
浜松市の施設３か所でのテニス教室をやった
り、テニス普及にご理解をいただいている「あ
すなろ幼稚園」などで指導を行っています。

記者：どんなプログラムですか？

大 村：ITF（国 際 テ ニ ス 連 盟）の
「Play&Stay」プログラムと、開発した「て
のひらけっと」という道具を使った「エブリィ
テニス」の２つのプログラムを融合して、年
齢や体力に合わせて道具やコートサイズを変
えて、ラリーやゲームをすることを楽しんでい
ただけるようしています。

記者：現在、スタッフの方は何人ほどいらっ
しゃるのですか？

大村：役員がひとり、社員がひとりです。そ
れからアルバイトで事務とコーチが各１名です。

■  「エブリィテニス」とは？

手のひらを中に入れて使うスポンジ製のラケッ
ト「てのひらけっと」を使うことで、何時でも、

何処でも、誰にでもできるということからこの
プログラムを「エブリィテニス」を名付けました。
すぐに夢中になって遊ぶことができます。これ
がテニスの普及にもつながると考えています。
また、「エブリィテニス」は幼年期から少年期
の脳の発達を可能にします。

「はなまるマ
ーケット」「ワ
ールドビジネ
スサテライト」
などのメディ
アで相次い
で紹介され
ました。

はままつビジ
ネスコンテス
ト 2009 にお
いて、「エブ
リィテニス」
のビジネスプ
ランが一般
部門の優秀
賞として浜
松市長より
表彰されまし
た。

■  てのひらけっとの開発

大村：サッカーみたいに一つのボールに群が
って楽しむ、でも、それが出来ないのがテニ
スです。市販のおもちゃ屋さんのラケットは手
のひらで打つのとは随分違います。プラスチ
ックの硬い部分は危ないですし、それなら作
るしかないなということになり、制作することに
しました。

記者：随分と試行錯誤があったと思いますが。

大村：最初は工業製品の緩衝材を買って、
切り抜いて接着して作りました。子供達に使
ってもらって、素材を硬めにしたり、色を変え
たりと改良を加えました。
裏と表の色を変たことで指定した色の面で打
つなど、頭を使ったトレーニングができるように
なりました。

記者：製造はどちらでなさったのですか？

大村：浜松の楽器メーカーの下請工場です。
ピアノ部品の型抜きなどをしている工場です。

■  普及を考えたレッスンシステム

記者：現在の指導対象は子供達だけですか？

大村：始めた当初は大人の指導もしていまし
た。子供のレッスンに力を入れたいと思ってい
ましたし、生徒数もそれなりに増えなんとかや
っていけそうと考え、子供だけに絞りました。

記者：今後はどんな方向へ進もうとお考えで
すか？

大村：浜松という立地ではスクールだけでは
安定することは難しく、物販もビジネスの中心
にしたいと思っています。
「てのひらけっと」が取材もされるようになり、
これを機会に商品化して物販の基盤づくりを
したいと考えました。
今後はスタッフの数を増やしてスクール部門を
充実させ、「エブリィテニス」を広めテニスの
普及をすることで、子供達がスポーツに参加
する環境を作っていきたいと思っています。

記者：リューテニスアカデミーのスクールシス
テムについて教えて下さい。

大村：４レッスンで 3,000 円のチケット制にな
っています。

記者：お客様にとってはありがたい制度です
ね。無駄のないチケット制に単価も安く設定
されていらっしゃるようですね。

大村：毎日テニスをする子供なら１面全部を
利用してテニスをやるべきかもしれません。で
も、週一回テニスをする子なら１面は必要あ
りません。小さなコートで相手のいないところ
に打ってゲームを楽しむ「Play&Stay」プロ
グラムを取り入れていくことで 10 名くらいの人
数でも楽しいレッスンができます。
今年５月からシステムを変えて、今様子を見
ているところです。

記者：10 名以上でのレッスンをイメージして
の料金設定ということですね。

大村：そうです。今は不況ですし、ユニク
ロ型か一流ブランド型かのどっちかかなと…。
中間的な金額設定のところは淘汰されていく
ところもあるのではないかと思っています。
うちは普及ですからユニクロ型を目指そうとし
ています。たくさん子供達が居る中で子供達
が切磋琢磨して仲間と一緒に成長していける
ようなレッスンを築こうとしています。今は生徒
が沢山いても楽しんでもらえるプログラムを作
って行きたいと考えています。

■  事業協会との出会い

記者：事業協会をお知りになったきっかけは
何ですか？

大村：昨年、中嶋康博さんにお会いするこ
とがあってアドバイスをいただく機会がありまし

た。また、この 3 月に日本テニス協会の
「Play&Stay」講習会で加藤事務局長とお
会いしました。会員となっていらっしゃる先輩
にもアドバイスをいただいたき、自分の勉強の
場として事業協会に入会させていただくこと
にしました。

■  小学校の授業になるのが理想

記者：スポーツフォーオールとして目指してい
らっしゃることは何ですか？

大村：テニスはコーディネーション能力やコミ
ュニケーション能力を向上させるにはすばらし
いスポーツです。試合では自分ひとりで何と
かしなければなりません。子供の頃にやるも
のとして、いろいろな点で学びがあると思い
ます。ですから、小学校などの義務教育に
取り入れることが目標です。
ラケットを使うには相当の練習をしなければい
けません。「てのひらけっと」なら運動嫌いの
子供でも、安全にスポーツを楽しんでもらえま
す。

■  浜松市新橋体育センター

浜松市南区にある公共の体育施設「新橋
体育センター」でのテニス教室がスタートす
るとのこと、同行しレッスンの様子を見学いた
しました。

大村さんの元気な「お願いします！」の挨拶
で 8 名の小学生低学年のクラスは始まりまし
た。
子供の名前
を一人ずつ
呼んで大き
な返事が体
育館に響きま
す。大きな
声を出させ
ることで子供
達の積極性
を引き出して
いきます。

チャレンジに
対し励まし、
上手くできた
ときはハイタ
ッチでコミュ
ニケーション
を取ります。
子供一人一
人 に、ここ
が良かったと
褒めることでさらにやる気を高めます。
始める前には「お願いします。」終わりは「あ
りがとうございました。」と練習するパートナー
に向かって大きな声で挨拶することを徹底し
ています。そして、子供達が自分から声を掛
けてパートナーを探すことがレッスンのルール
になっています。

まわりで見ているご父兄の皆さんとのコミュニ
ケーションにも気を配り、子供達が本来持っ
ている元気な部分を引き出し、伸び伸びとテ
ニスを楽しむ姿を見ることができました。まさに、
大村さんのハートとレッスンスキルの高さを感
じるレッスンでした。

■  リューテニスアカデミー

浜松市南区の東陽テニスクラブに車で約 20
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た。
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ディネーショントレーニングを取り入れ、４人の
幼稚園児と
ゾ ウ さ ん、
ペンギンさん、
カンガルーに、
キリンさんに
なったりする
体操などとて
も微笑ましい
レッスンでした。
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しゃるのですか？

大村：役員がひとり、社員がひとりです。そ
れからアルバイトで事務とコーチが各１名です。

■  「エブリィテニス」とは？

手のひらを中に入れて使うスポンジ製のラケッ
ト「てのひらけっと」を使うことで、何時でも、

何処でも、誰にでもできるということからこの
プログラムを「エブリィテニス」を名付けました。
すぐに夢中になって遊ぶことができます。これ
がテニスの普及にもつながると考えています。
また、「エブリィテニス」は幼年期から少年期
の脳の発達を可能にします。

「はなまるマ
ーケット」「ワ
ールドビジネ
スサテライト」
などのメディ
アで相次い
で紹介され
ました。

はままつビジ
ネスコンテス
ト 2009 にお
いて、「エブ
リィテニス」
のビジネスプ
ランが一般
部門の優秀
賞として浜
松市長より
表彰されまし
た。

■  てのひらけっとの開発

大村：サッカーみたいに一つのボールに群が
って楽しむ、でも、それが出来ないのがテニ
スです。市販のおもちゃ屋さんのラケットは手
のひらで打つのとは随分違います。プラスチ
ックの硬い部分は危ないですし、それなら作
るしかないなということになり、制作することに
しました。

記者：随分と試行錯誤があったと思いますが。

大村：最初は工業製品の緩衝材を買って、
切り抜いて接着して作りました。子供達に使
ってもらって、素材を硬めにしたり、色を変え
たりと改良を加えました。
裏と表の色を変たことで指定した色の面で打
つなど、頭を使ったトレーニングができるように
なりました。

記者：製造はどちらでなさったのですか？

大村：浜松の楽器メーカーの下請工場です。
ピアノ部品の型抜きなどをしている工場です。

■  普及を考えたレッスンシステム

記者：現在の指導対象は子供達だけですか？

大村：始めた当初は大人の指導もしていまし
た。子供のレッスンに力を入れたいと思ってい
ましたし、生徒数もそれなりに増えなんとかや
っていけそうと考え、子供だけに絞りました。

記者：今後はどんな方向へ進もうとお考えで
すか？

大村：浜松という立地ではスクールだけでは
安定することは難しく、物販もビジネスの中心
にしたいと思っています。
「てのひらけっと」が取材もされるようになり、
これを機会に商品化して物販の基盤づくりを
したいと考えました。
今後はスタッフの数を増やしてスクール部門を
充実させ、「エブリィテニス」を広めテニスの
普及をすることで、子供達がスポーツに参加
する環境を作っていきたいと思っています。

記者：リューテニスアカデミーのスクールシス
テムについて教えて下さい。

大村：４レッスンで 3,000 円のチケット制にな
っています。

記者：お客様にとってはありがたい制度です
ね。無駄のないチケット制に単価も安く設定
されていらっしゃるようですね。

大村：毎日テニスをする子供なら１面全部を
利用してテニスをやるべきかもしれません。で
も、週一回テニスをする子なら１面は必要あ
りません。小さなコートで相手のいないところ
に打ってゲームを楽しむ「Play&Stay」プロ
グラムを取り入れていくことで 10 名くらいの人
数でも楽しいレッスンができます。
今年５月からシステムを変えて、今様子を見
ているところです。

記者：10 名以上でのレッスンをイメージして
の料金設定ということですね。

大村：そうです。今は不況ですし、ユニク
ロ型か一流ブランド型かのどっちかかなと…。
中間的な金額設定のところは淘汰されていく
ところもあるのではないかと思っています。
うちは普及ですからユニクロ型を目指そうとし
ています。たくさん子供達が居る中で子供達
が切磋琢磨して仲間と一緒に成長していける
ようなレッスンを築こうとしています。今は生徒
が沢山いても楽しんでもらえるプログラムを作
って行きたいと考えています。

■  事業協会との出会い

記者：事業協会をお知りになったきっかけは
何ですか？

大村：昨年、中嶋康博さんにお会いするこ
とがあってアドバイスをいただく機会がありまし

た。また、この 3 月に日本テニス協会の
「Play&Stay」講習会で加藤事務局長とお
会いしました。会員となっていらっしゃる先輩
にもアドバイスをいただいたき、自分の勉強の
場として事業協会に入会させていただくこと
にしました。

■  小学校の授業になるのが理想

記者：スポーツフォーオールとして目指してい
らっしゃることは何ですか？

大村：テニスはコーディネーション能力やコミ
ュニケーション能力を向上させるにはすばらし
いスポーツです。試合では自分ひとりで何と
かしなければなりません。子供の頃にやるも
のとして、いろいろな点で学びがあると思い
ます。ですから、小学校などの義務教育に
取り入れることが目標です。
ラケットを使うには相当の練習をしなければい
けません。「てのひらけっと」なら運動嫌いの
子供でも、安全にスポーツを楽しんでもらえま
す。

■  浜松市新橋体育センター

浜松市南区にある公共の体育施設「新橋
体育センター」でのテニス教室がスタートす
るとのこと、同行しレッスンの様子を見学いた
しました。

大村さんの元気な「お願いします！」の挨拶
で 8 名の小学生低学年のクラスは始まりまし
た。
子供の名前
を一人ずつ
呼んで大き
な返事が体
育館に響きま
す。大きな
声を出させ
ることで子供
達の積極性
を引き出して
いきます。

チャレンジに
対し励まし、
上手くできた
ときはハイタ
ッチでコミュ
ニケーション
を取ります。
子供一人一
人 に、ここ
が良かったと
褒めることでさらにやる気を高めます。
始める前には「お願いします。」終わりは「あ
りがとうございました。」と練習するパートナー
に向かって大きな声で挨拶することを徹底し
ています。そして、子供達が自分から声を掛
けてパートナーを探すことがレッスンのルール
になっています。

まわりで見ているご父兄の皆さんとのコミュニ
ケーションにも気を配り、子供達が本来持っ
ている元気な部分を引き出し、伸び伸びとテ
ニスを楽しむ姿を見ることができました。まさに、
大村さんのハートとレッスンスキルの高さを感
じるレッスンでした。

■  リューテニスアカデミー

浜松市南区の東陽テニスクラブに車で約 20
分移動。リューテニスアカデミーでは、幼稚
園児対象のレッスンを見学させていただきまし
た。
ラケットを持たない遊びのなかに、上手くコー
ディネーショントレーニングを取り入れ、４人の
幼稚園児と
ゾ ウ さ ん、
ペンギンさん、
カンガルーに、
キリンさんに
なったりする
体操などとて
も微笑ましい
レッスンでした。

　子供達への普及活動を柱として、地方都
市、浜松で明確なビジョンを持ってテニスビジ
ネスに挑んでいらしゃる大村竜助さん、「子
供達が仲間と一緒に成長する。」ことをテー
マとしたリューテニスアカデミーの運営を柱に、
公的施設での普及活動をすすめ、さらに用
具開発とその物販など幅広い活動について
ご紹介いたしました。

お忙しい中、お時間をいただきました大村様
に感謝申し上げます。また、取材にご協力
いただきました浜松の皆様ほんとうにありがと
うございました。

会 員 紹 介

「てのひらけっと」を開発。
「エブリィテニス」でテニスを普及。
「てのひらけっと」を開発。
「エブリィテニス」でテニスを普及。

株式会社スポーツフォーオール
代表取締役　大村竜助さん代表取締役　大村竜助さん

株式会社スポーツフォーオール

新たに入会された株式会社スポーツフォーオールの大村竜助さん
をご紹介します。「テニス普及」と「ジュニア育成」に情熱を注が
れる様子を取材させていただきました。

新たに入会された株式会社スポーツフォーオールの大村竜助さん
をご紹介します。「テニス普及」と「ジュニア育成」に情熱を注が
れる様子を取材させていただきました。

大村竜助さん

てのひらけっと

はなまるマーケットでの様子

浜松市長に表彰されました

大村竜助さん

てのひらけっと

はなまるマーケットでの様子

浜松市長に表彰されました

元気よく挨拶

ペンギンになってみようペンギンになってみよう

見本を子供達に見せる大村さん

ボールをラケットでついてみよう

元気よく挨拶

見本を子供達に見せる大村さん

ボールをラケットでついてみよう

取材：広報委員　金田　丸山

（株）スポーツフォーオール

〒432-8011
静岡県浜松市中区城北1－4－21
TEL:053-415-8831
http://www.s4a.co.jp/

大村竜助さんプロフィール

・1976年生まれ。静岡県浜松市出身。
・1998-2002 年　クラブメッドのインター
ナショナルスタッフとして国内、バリ、バハ
マでゲストリレーション、テニスチーフ、
キャッシャーチーフとして勤務。ATP テニ
スインストラクターとして認定を受ける。

・2003-2004 年　外資系酒造メーカー営
業として勤務。

・2004-2006 年　国内テニスクラブにて
ジュニアテニスコーチとして勤務。

・2006年　リューテニスアカデミー設立
・2007 年　株式会社スポーツフォーオール
を設立し現在に至る。

・テニスのコーチング、特にパフォーマンス
を高めるメンタルマネージメント、フィジカ
ルトレーニングに精通し、スポーツ医学応
急救護者国際ライセンス、チャイルドマイ
ンダー、色彩コーディネーター 2 級、
TOEIC850、英検準１級など取得資格多数。

レッスンで子供たちと体操をする大村さんレッスンで子供たちと体操をする大村さん
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　2010年8月16日（月）テニスクラブ後継者の懇親テニ
ス大会（クラブ部会主催）が、関町ローンテニスクラブ
（東京都練馬区）にて開催されました。
　男女合わせて15名。ミックスダブルスや半ば真剣勝負
（？）の男子ダブルスを、練馬で38度を記録した猛暑日
の中、ヘロヘロになりながらも楽しみました。
　ただテニスが好きなだけでなく、テニスクラブの後継
者だけあって、相手やパートナーを楽しませよう、コー
トを盛り上げようとするサービス精神を強く感じまし
た。各クラブのメンバー様への気配りを大切にしている
のがわかり、勉強になりました。
　今回私は後継者の会イベントにはじめて参加させてい

ただきました。参加する前は敷居が高く少々窮屈な会を
想像していたのですが（申し訳ありません）、実はとて
も楽しく居心地の良い集まりでした。似たような環境に
いる後継者の方たちの近況・悩み・情報交換の場でもあ
りとてもプラスになりました。これから先も積極的に参
加して行こうと思うと同時に、興味はあるがなかなか足
が向かないという方は是非次回は参加してみませんか！
　最後に主催してくださった事業協会の加藤さん、コー
トを使わせてくださった関町ローンＴＣの野田さん、懇
親会幹事善福寺ＴＣの野田さん、参加した皆様、ありが
とうございました。

クラブ部会活動報告

夏休み懇親テニス大会
新座ローンテニスクラブ　浅海　健一 
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　８月21日って何の日か知っていますか？これは日本が
オリンピックで最初のメダルを獲得した日です。種目は
テニス、男子シングルスで、熊谷一弥さんが銀メダルを
獲得しました。今からちょうど90年前、1920年にベル
ギー、アントワープで29カ国が参加し、開催された第７
回のオリンピックでの出来事です。日本はオリンピック
には1912年のストックホルム大会にはじめて参加、この
ときは陸上競技に２人だけの参加でした。４年後のベル
リン大会が第一次世界大戦で中止されたため、２回目の
オリンピック参加がこのアントワープ。日本は陸上、競
泳、そしてテニスの３種目に参加。テニスの選手は熊谷
一弥、柏尾誠一郎の２名。
　男子シングルスで柏尾誠一郎さんはベスト16で敗退し
たが、熊谷一弥さんは準決勝、南アフリカのチャール
ス・ウィンスローをストレートで下し、決勝に進出。決
勝戦は同じ南アフリカのマックス・ウーズナムと対戦、
５－７、６－４、７－５、６－４のスコアーで惜しくも
敗れたが日本選手初の銀メダルを獲得。この日が８月21
日なのです。
　ダブルスでは熊谷一弥、柏尾誠一郎のペアー、準決勝
でフランスのフランソワ・ブランシー、ジャック・ブル
ニョンのペアーを４セットで下し、決勝に進出。あのフ
ランス四銃士として有名なブルニョンです。さて、８月

22日の決勝戦ではイギリスのマックス・ウーズナム、ノ
エル・ターンブルのペアーと対戦。結果は６－２、５－
７、７－５、７－５、のスコアーで惜しくも敗れたが２
個目の銀メダルを獲得。この２個の銀メダルが日本のス
ポーツ界に燦然と輝いているのです。
　テニスはデビスカップの日程を優先し、この次のパリ
大会を最後にオリンピックから抜けました。そのため、
オリンピック、テニスというイメージがなく、わが国初
のオリンピックメダルがテニスだったということを知ら
ない人が、われわれテニス界の中にも多いのではないで
しょうか。テニスの存在感を示し、テニスにプライドを
持つためにもぜひたくさんの方に知ってほしいもので
す。
　さて、歴史物語のその後ですが、テニスは1988年ソウ
ル大会からオリンピック種目として復活しました。日本
選手としては1996年アトランタ大会で女子シングルス、
伊達公子さんがベスト８、2004年アテネ大会、女子ダブ
ルスで杉山愛、浅越しのぶ、のペアーが４位、女子シン
グルス、杉山愛さんがベスト８と惜しくもメダルに届い
ていません。オリンピックは2008年の北京大会で参加
の国または地域が204にもなり、アントワープの10倍近
く。大変でしょうが、錦織君、次のロンドンで３個目、
ぜひお願いします。

スジガネ君、テニスを語る

最初の五輪メダル
東戸塚松原テニススクール  スジガネ君の代理　松原　雄二 

アントワープでプレー中の熊谷選手です。これは29カ国が参加したアントワープ大会の開会式。
ちなみに北京大会は204の国または地域の参加です。
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　フロント部会に参加させていただいた際に、たくさん
の方とお話する機会をいただきました。その中でも話題
にあがったのは、“フロントスタッフの教育について”
です。悩んでいる方が多く、私もその一員です。接客が
マニュアル通りにやれば良い訳ではないのと同じ様に、
スタッフの教育にもこうすればよいと言うマニュアルが
ありません。そのような答えの無いスタッフの教育です
が、私自身の考えを少し書かせていただきます。私がた
くさんのスタッフと出会う中で感じた事は、「接客と教
育が同じ」だということです。通り一遍の指導方法で
は、すぐに吸収できるスタッフと、なかなか吸収できな
いスタッフがいた事が気づいたきっかけでした。一つの
ことを指導するにしても、スタッフ個々に合った指導方
法でないと、なかなか前にはすすまないのです。
　ではその一人のスタッフが成長するにはどのようにす
ればいいのでしょう。それは単純に成功できる方法を
教えてあげる、もしくは答えを導き出すヒントを伝え
ることが必要だと思いました。ですが、そのヒントを
伝える事がまた困難。スタッフにどのように話せば伝わ
るのかを考える事が大切だと感じました。伝えたい相手
を知り、その人に合った方法で指導する。相手を知らな
いと、こちらからの一方的な教え方、押し付けになって
しまいがちで、指導した側の自己満足になってしまい、
肝心のスタッフには理解されていないなんて事が起こり
ます。「あれ？これって何かと似ている。そうか接客と
同じ事だ！」と気付きました。これはフロントの方であ
れば、自然と出来ている事だと思います。お客様の性格
を知って、お客様の求めていることを聞き出して、お客
様に合ったご案内をする。それをスタッフに置き換えれ
ば良いだけだと思いました。接客＝対人。接客＝教育だ
と思いました。私はまだまだ気付いただけなので、今は
必死に情報収集中です。「このスタッフは何が得意なの
かな？」とか、「どういう褒められ方をすると喜ぶのだ
ろう？」などを考えながらフロントに一緒に立っていま
す。せっかく一緒に仕事をするのだから、楽しく仕事を
して、いつの間にか成長してもらえたらうれしいなと
思っています。
　最近、私が気をつけている点のもう一つに、「スタッ
フに楽しんで仕事をしてもらいたい」ということです。
スタッフに楽しんで仕事をしてもらうには、自分自身も
楽しんで仕事をする事が大切だと思います。ある研修に
参加した際、フロントに立った時笑顔でいる為に、ス
タッフルームから笑顔でいることが大切。ということを
聞きました。そこで思い出したのは、以前某有名なテー
マパークで、アルバイトをしていた時の事です。表の

ステージではなく、裏のバックヤードを歩いていると、
キャラクターに会いました。
　「いつもかわいいアクションをしてくれるキャラク
ターだけど、スタッフには何もしてくれないよね。」
　そんな事を思いながら見ていると、そのキャラクター
は表のステージとまったく変わりないアクションをして
くれたのです。すると、いつのまにかお客様のように
手を振り返している自分がいました。その時は「ヤッ
ター！」などと単純に喜んでいましたが、今考えるとさ
すがプロ！と感嘆せずにはいられません。常にお客様に
必ずアクションをする。このテーマパークでは当たり前
の事。それが徹底されている裏には、バックヤードでも
オンステージという考え方があるのだと思いました。
　これはフロントでも同じだと思います。スタッフルー
ムで疲れた顔をしていると、フロントに立つ時には作っ
た笑顔をします。作った笑顔はどことなく歪んで見えま
せんか？本人は自分の顔だから、気付かない。けれど、
お客様には見えてしまっている歪み。そんな歪みを出さ
ない為には、スタッフルームからの笑顔作りが大切だと
感じました。自然と笑顔でいる為には、楽しむことが必
要です。その為には、いかに楽しんで仕事をするかだと
思いました。それだけではなく、スタッフがお互いに楽
しく仕事をしていると、それはお客様にも自然に伝わる
と思います。これってすごく良い連鎖なのではないで
しょうか。お客様に楽しい時間を提供する為には、作ら
れた楽しさや笑顔ではなく、提供する側のスタッフが心
から楽しいと思って、笑顔でいることが大切だと思いま
す。
　スタッフがお互いに心から楽しく、笑顔で仕事をする
にはどうすればよいのか。それはお互いのちょっとした
気遣いが大切だと思います。相手の事を知って、相手に
とって嬉しいことをする。スタッフ同士にも、結局は接
客の基本が当てはまると思います。スタッフの教育も、
スタッフ同士の関係も、接客も全ての基本は同じだと思
うのです。接客＝対人、接客＝教育と考えて、表のフ
ロントも、裏のスタッ
フルームも常に楽しん
で笑顔で仕事をするこ
と。お客様への接客は
もちろんですが、一緒
に働くスタッフへの教
育も、接客と同じよう
に考えて、仕事をして
いきたいと思います。

Let’s Enjoy Front!

教育も接客も基本は同じ！
ＴＯＰインドアステージ亀戸　矢野　高子 

ウェブサイト　「テニススマイル」をリニューアル
　テニス活性化委員会のウェブサイト「tennissmile.jp」（テニススマイル .JP、略してテニスマ）が、2010 年 9月 1日
にリニューアルいたしました。

リンクをお願いします！
　「テニススマイル」のホームページを各クラブ・
スクールのホームページにリンクをお願い致し
ます。リンクバナーもご用意致しておりますの
で、まずは下記にアクセスをしてみて下さい。

◆デザイン一新！
トップページ、メインメニューからコンテンツまで、サ
イト全体をリニューアル。テニスの魅力をダイレクトに
伝えます。

◆ＷＥＢマガジンスタート！
テニス専門雑誌「スマッシュ」提供のＷＥＢマガジン
がスタート。さらにテニスを充実して楽しむための情
報が満載です。

◆コンテンツ充実！
「始めよう！」「続けよう！」「もっとテニスを！」の各
コンテンツがさらに充実。初めてテニスをする方から、
大会に出場する方まで、全ての皆さんにテニスの楽し
さや素晴らしさを届けます。
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安全管理委員会通信 Vol.6

■安全管理体制の再確認を！
　スポーツの秋、テニスコートも賑わう最高の季節がやってきま
した。スクールでは新規入会者が増え、クラブでは暑い夏の間
はお休みしていた会員様が復帰する、新たなテニスシーズンの
始まる季節でもあります。
　この機会に施設の安全管理体制の見直しをしましょう。
＊安全管理マニュアル
　安全管理マニュアルは現状に合致していますか？
　事故や微細事故の事例を見直し、改善点があれば変更しま
　しょう。
＊スタッフへの教育
　安全管理に関する研修は漏れていませんか？
　新しいスタッフには初期研修を、既存スタッフにも定期的に
　確認研修を行いましょう。
＊施設の確認
　施設に破損部位・危険部位はありませんか？
　施設確認をし、適切な対策を講じましょう。
＊緊急連絡先の確認
　事故発生時の緊急連絡先に変更はありませんか？
　病院や診療時間の変更などを確認しておきましょう。
＊備品の確認
　救急箱の中身をチェックし、不足物は補充をしましょう。
　ＡＥＤの電極パッドの期限も確認しましょう。

★「～だろう」「おそらく～」等の思い込みを無くし、
「ゼロの眼」で見直すことが大事です！

～徐々に秋から冬に向かいます～

１．スクール生のレベル差対応を
　新規入会者、進級者、復帰会員が増える季節です。
担当クラス内の技術レベルに差がないかチェックをしましょう。
 一部の会員に無理なドリルや負荷が掛かると事故の可能性
が高まります。
２．新規入会者への対応
　新規入会者はドリルだけでなく、運動そのものに不慣れです。
また、既存会員に追いつこうと無理をしてしまうかもしれません。
コーチが無理の無いペースをつくってあげることが大事です。
３．寒暖差に注意
　昼間暖かくとも、ナイターの時間帯には急激に気温が下がり
ます。
　暖かい日中とは、ドリルのテンポや生徒の配列を変える工夫
をしましょう。
　また、体温調節のしやすい服装のアドバイスも大事です。
４．コートの状態を確認しましょう。
　夜露、朝露、雨等々、コート状態が安定しない季節です。
必ずコート状態を確認し、無理の無い実施判断をしましょう。

■こんな場面に注意！！
　ジュニアレッスンなどで、こんな練習をしていませんか？

　ラケット上を左右に飛ばせるラケットジャンプは、間違ってラ
ケットを踏んでしまうと捻挫や転倒の危険性があります。
　特にジュニアの場合、早く終わらせたくて必要以上に急いだ
り、低く飛んだりして、ラケットを踏んでしまうことがあります。
　トレーニング的に実施する場合は、ミニコーンを使用しましょう。
視認性も良く、踏んでも潰れるので危険が少なくなります。
　また、ラインをまたがせたりも有効的です。

■安全管理の工夫
　ちょっとした工夫で事故の発生確率は下がります。
＊荷物入れポケット
　　　

　コートフェンス部にポケットを設置することで、荷物を床に置く
ことが無いため、踏んでしまっての転倒事故などの可能性が低
くなります。
＊補助ネット上部プロテクター

　補助ネットの上部は鉄製のため、ネットインのボールが勢いよ
く飛んでくる場合があります。配管用の断熱材を巻きつけること
でボールの勢いを弱め、また万が一の衝突事故の際も衝撃を
吸収してくれます。
　視認性も良くなり、また上部白帯の保護にもなります。
　ホームセンター等にて安価で入手できます。

気をつけましょう！この季節

安全管理委員会通信 Vol.6
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　毎号お届けしているこのコラムは、アメリカテニス事
業協会（TIA）発行の「TIAニュースレター」直近3カ
月の記事の中から選んで抄訳としてご紹介しています。
今回金田広報委員長から「次号用の原稿を！」と連絡を
頂き、さて何にしようかと考えていたところ、丁度タイ
ミング良く最新号が届きましたので、今回はその内容を
そのままお伝えいたします。

1.�テニス関連物販2010年第2四半期速報：スポーツ専門
店でのラケット販売は数量ベースで6％、金額ベースで
8％それぞれ前年同期比伸びを見せた。卸売ベースでは
特に金額ベースでの伸びが目立ち、高級モデルへの需要
回復が窺われる。ボールの出荷数、販売額も同様にそれ
ぞれ1.6％、2.7％伸びた。
　また、幼児から学童を対象にした「Quick� Start�
Tennis」も拡大を続け、調査対象テニス施設の69％で採
用済みとなっている。
　さらにインターネットを通じたテニスへの接触も一層
の広がりを見せ、いわゆるテニス用具のネット販売ばか
りでなく、グランドスラムなどの試合のネット中継も多
くの視聴者を獲得している。
　インターネットを通じて多くの消費者が、テニスに
関心を持ち、プレー頻度を高め、消費行動に移る―　
こうした傾向のけん引役となっているツールとして
「Growing�Tennis�システム」がある。いわゆるテニス
に関するポータルサイト兼統合データベースのようなも
ので、地域のインストラクターや施設が独自のイベント
情報などを積極的に発信したことが、こうした関心につ
ながったと言えよう。現在同システムのサイトには毎月
400万以上のページヒットがある。

2.�子供向けテニスの振興策：アメリカテニス界はジュニ
アの市場開拓を、目下の最重要課題の一つと位置付けて
いる。上述の「Quick�Start�Tennis」（QST）は8歳／
10歳以下の子供を対象にした新しいゲーム・フォーマッ
トであるが、このプログラムの推進に向けてUSTA（ア
メリカテニス協会）が大胆な決定をした。
　QSTは通常のコートを４分の1（10歳以下は4分の3）
に縮小したスペースで、特別なラケット・ボール・ネッ
トを用いて行うゲームである。このため各テニス施設
は、通常のコートに新たにQST用のラインを引く必要が
ある。
　このコストが通常１面当たり２万円から４万円かか
るが、USTAはその費用の50％を負担することに決定し
た。対象は公営施設、公園、レジャー施設、学校、テニ
スクラブなど、ほとんどの米国内のテニスコートとな
る。
　昨年よりUSTAは８歳以下の公式試合をQSTフォー
マットで行うことと規定し、今年の９月からは１０歳以
下も適用されることになっている。アメリカのジュニア

にテニスを浸透させたい、というテニス界の願いがこう
したドラスティックな支援策を生み出させたのである。
この施策は同時に、テニスコート造成業者に対する営業
支援としても期待される。

3.�TIAが「テニス施設分科会」と「小売業分科会」を設
置：　TIAは、テニス施設および小売業者がそれぞれ抱
える、独自の市場ニーズ、経営課題、逼迫する問題など
を明らかにし、またそれを解決するための方策として、
分科会を新たに設置した。施設分科会は、アメリカ最大
のテニスクラブであるTennis�Corporation�of�America
のMike�Mahoney氏、昨年「アメリカ最優良テニス施設
賞」を受賞したMidland�Tennis�CenterのMike�Woody
氏の２人を座長として�、各クラブのオーナー、オペ
レーター、テニスディレクターなど広く参加者を募る。
また小売分科会は、Racket�Advisor�のBruce�Levine
氏、Tennis�Express代表のBrad�Blume氏を座長に、各
ショップのオーナーや店長に呼び掛ける。
　両分科会の設置により、TIAがこれまでに打ち出した
各テニス振興策や、これから導入する市場活性化のプロ
グラムに、多くの業界関係者が積極的に参画することを
期待している。�

　以上　アメリカテニス事業協会発行「Tenn i s�
Industry�Newsletter」７月号より

（理事　飯田浩一）

アメリカテニス事業協会（TIA）情報
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　７月１日に平成22年分の路線価が発表され、全国
平均で▲８％、2年連続の下落となりました。なか
でも東京圏が▲9.7％、大阪圏が▲8.3％、名古屋圏
が▲7.6％、と主要都市での下落が鮮明となっていま
す。
　以前も相続税大増税の可能性が高いとお知らせし
ましたが、これでますます改正に拍車がかかるもの
と思われます。「バブル崩壊後、地価が下落したに
もかかわらず、基礎控除の引下げ等は行われてき
ませんでした。そのため、相続税は100人に４人し
か負担しない構造となり…相続税の課税ベース、税
率構造の見直しについて平成23年度改正を目指しま
す。」という今年の税制改正大綱の記載通り、これ
だけ地価が下がったのだから、バブル期に拡大され
た基礎控除や軽減された税率を、元に戻そうという
方向になるのは間違いありません。
　では、それに対してどのように対応していくの
か。今回は贈与について考えてみます。

贈与プランの基本
　生前に多額の贈与が行われると、相続財産が無く
なり相続税が課税できなくなってしまいます。それ
を防ぐため、贈与税は相続税より、税率が高く負担
が重くなっているのはご存知の通りです。しかし税
率が高いからといって、それがすなわち贈与するよ
り、相続で財産を引継いだほうが良いとは限りませ
ん。
　たしかに同じ金額の移転だけで考えると、贈与よ
り相続で受け取る方が有利です。しかし、相続は一
生に一回だけですが、贈与は毎年できる方法です。
したがって適用される相続税の税率以下になるよう
に贈与を何年にも分けて行えば、時間はかかります
が、収める税金の総額は相続の方が少なくなってき
ます。更に贈与する人数を増やせば増やすほど、そ
れぞれに基礎控除がある上に適用される税率も低く
なります。

　図１をご覧ください。1,000万円の財産を子一人
に贈与する場合、基礎控除の110万円を引いて890万
円。これに税率をかけると231万円。これが贈与税
額です。
では同じ1,000万円でも子二人に分散して500万円ず

つ贈与するとどうでしょうか？一人あたりの税額は
53万円、二人合計しても100万円ほどの納税で済み
ます。この場合、贈与で適用される税率は20％です
が、かかった税額53万円を贈与を受けた500万円で
割ってみると、実際には10.6％の負担だった事とな
ります。地味ではありますが、これを繰り返すこと
により、少ない負担で財産移転ができ、相続税を軽
減できることになります。　これが贈与を使う基本
戦略です。

スペシャルな贈与プラン
　一つの財産を２つに分け、その2つを相続と贈与
の有利な方で移転するというスペシャルなプランも
あります。

　図２をご覧ください。あるスキームを使い、例
えば５％の利回りの収益不動産（100の評価としま
す）を「20年間収益を受け取る権利の部分」と「所
有権である元本の部分」とに分離します。
　収益部分の権利は、スキーム設定時には67の評価
ですが、「毎年５％の収益を20年受け取る権利」で
すので、その価値は年々減っていき20年後には０と
なります。一方、元本部分の評価はスキーム設定
当初が33と最も低く、時間の経過と伴に上昇してい
き、20年経つと100に戻ります。この２つの権利の
経過年数における評価差を利用するのです。つまり
スキーム設定時にこの収益不動産の元本部分の権利
を低い評価額で贈与し、将来相続が起こった時にこ
ちらもまた低い評価額で相続してしまおうというプ
ランです。
　こちらのスキームは、自社株を経営権の部分と配
当受益権の部分に分け、評価を下げると伴に、会社
を継がれる方に経営権を、他の相続人の方々に配当
受益権の部分をという形の使い方もできます。
　ご興味ある方は、ご相談いただければと思いま
す。

■ご相談は
株式会社　船井財産コンサルタンツ
担当：有田まで
TEL�03－6439－5801　FAX�03－6439－5850
E-mail：y.arita@funai-zc.co.jp

『税制コラム PartⅩⅢ「贈与の上手な使い方」』

贈与金額 基礎控除 課税価格 贈与税額 実効税率

110万円 110万円 0万円 0万円 0.0%
150万円 110万円 40万円 4万円 2.7%
200万円 110万円 90万円 9万円 4.5%
300万円 110万円 190万円 19万円 6.3%
400万円 110万円 290万円 33.5万円 8.3%
500万円 110万円 390万円 53万円 10.6%
600万円 110万円 490万円 82万円 13.6%
700万円 110万円 590万円 112万円 16.0%
800万円 110万円 690万円 151万円 18.8%
900万円 110万円 790万円 191万円 21.2%

1000万円 110万円 890万円 231万円 23.1%

贈与の活用（図１）

贈与の活用（図２）

収益不動産
全体の評価

ここで
贈与

ここで相続

１００

スキーム
設定時

元本部分の評価
（１－収益部分の評価）

３３

収益部分の評価
（５％の収益を20年受け取る権利）

時間の経過 ２０年
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庭 球 人 語  

　人は「補完」したがるらしい。

　えっ？「補完」？「新世紀エヴァンゲリオン」に
出てくる「人類補完計画」なら知ってるけど、だい
たいあの物語自体、訳わかんないしなあ・・・。

　そんな「補完」について、石井裕之氏は「コール
ドリーディング」という著書の中で、実にわかりや
すい具体例を紹介している。
　彼はセミナーで「人は『補完』したがる」ってい
う話をする時、決まってこう切り出すのだという。

　「皆さん、今日は７月・・・・・・。」

　こう言って間を置くと、会場にいる人から「２日
です！」っていう声があがるらしい。別に「今日が
７月の何日か教えて下さい」とは誰も言っていない
のに・・・。
　人は勝手に足りていないものを補う傾向があるか
ら、参加者の中に必ずそう発言する人がいるのだと
いう。

　ところで、テレビ番組を見ていると、「次の展開
どうなるの？」って思わせておいて、次の画面がモ
ザイクで一瞬映ってからコマーシャルに入ったり、
問題を出して「答えはコマーシャルの後で！」って
事がよくあるよね。
　これも、「不完全」な情報に対して「完全」にな
りたいっていう、人が「補完」したがる性質を利用
したコマーシャルを見せるための工夫なんだよね、
きっと。
　最もテレビのチャンネルをカチャカチャ回すこと
が趣味の私としては、コマーシャルに入ると同時に
チャンネルサーフィンを始めてしまうので、今まで
何度「知りたかったこと」が「永遠の謎」になった
ことか・・・（泣）。

　♪赤いマフラ～、なび～か～せて～♪大活躍して
いたサイボーグ００９は、主人公でありながらすべ
ての能力がある訳ではないよね。
　超能力は００１、飛行能力は００２、情報収集力
は００３、攻撃能力は００４、力の強さは００５、
火力は００６、変身能力は００７、水中での活動能
力は００８、そのすべてが００９にはない。加速能
力だけである。
　しかし、そのみんなが力を合わせて、文字通り長
所（強み）を結集させて、ブラックゴースト（黒い
幽霊団）と戦うのである。当然だけど主人公１人
じゃ事件を解決できず、「補完」し合っているので
ある。
　別に赤いマフラーはなびかせないけど、コーチの
仕事だって同じである。

　よくコーチから「自分がレッスンでスクール生を

盛り上げ、こんなに定着させているのに、なんで
レッスンフィーがあがらないの？」とか「こんなに
会社が儲かっているのに、なぜ自分の給料はもっと
あがらないの？」という声を聞くことがあるよね。
　最終的には、現場でレッスンをしているコーチの
パフォーマンスによって、生徒さんの定着率も変
わってしまうのだから、そう考える気持ちはよくわ
かる！

　しかし、生徒さんがなぜ来てくれたのかを考える
と、まず自分の通いやすいところにスクールができ
たからであり、その施設は、会社やオーナーが何億
円ものお金を用意できるから実現するのである。残
念ながら私たちコーチは、個人的にこれほどのお金
を用意することができない。
　さらに、建設時の交渉や賃貸借契約などは、コー
チではない人間が時間をかけて行なっているし、会
社がテニススクールを事業として成功させる運営シ
ステムを持っていて、その上で経営者が適切な意思
決定をするからこそ、安定経営ができる。
　そして通常営業になると、スクール生の全般的な
お世話をするフロントスタッフや、施設を清潔に
保ってくれるクリーンスタッフ、お子様をお預かり
する託児スタッフなどの協力があって初めてスクー
ル事業が成り立つのである。

　こう考えていくと、コーチが実際に行なっている
仕事は、テニススクール事業全体の中の一部にすぎ
ない。この現実から目を背けてはいけないと思う。
　別に経営サイドに立って、コーチの皆さんを騙そ
うって思ってる訳じゃない。だってコーチのあなた
が生徒さん全員の前で「今期でみなさんとお別れで
す。」と言ったとき、確かに生徒さんは別れを惜
しんでくれると思うけれど、それで生徒さんが全員
辞めてしまうかというとそんなことはあり得ないで
しょ。

　そう、自分のレッスンを喜んで受講してくれる生
徒さんに囲まれて日々仕事しているコーチには、な
かなか「事業全体の中での一部分を自分が『補完』
している」っていう考え方には行き着かないのであ
る。人は「補完」したがるはずなのに・・・。
　こういうことを本当の意味で理解できるコーチが
増えた時、初めてテニスコーチの「社会的地位」が
向上するんだよね、きっと・・・。

　コーチの皆さん、目に見えるものだけ見ててはい
けない！ほら、サン・テグジュペリの「星の王子
様」でも、キツネと別れ際に王子がこんな「秘密」
を教わるじゃん！
　「大切なものは目に見えない」
　コーチ諸君！見えないものに目を向けて、きちん
と「補完」を意識しようぜ！

庭 球 人 語  

　「最近の若い人は考えない」っていう人がいる。

　そう言えば息子が幼稚園に通ってた頃、例えば
「遠足どうだった？」などと、その日にあった出来
事の感想を聞くと、決まってこう言ってたっけ…。

　「おもしろかったよ！」

　その息子もこの春高校に進学する。いわゆる「最
近の若者」になった。あ、ちょうど今すぐそばに息
子がいるので、試してみたい。
「今日友達と遊びに行ったんだって？どうだっ
た？」

　「おもしろかったよ！」

　まったく同じである。
　この時、息子は私の質問に対して、考えてない
し、今日の出来事を振り返ることすらしていないの
である。

　花を見たら「きれい」、子供を見たら「かわい
い」。

　コーチングの第一人者である伊藤守氏は、これら
を「用意された答え」と呼んでいる。見なくても言
えてしまう、ってことは当然「考えてない」ってこ
とだよね。

　前回のレポートの「問いかけ」は、相手に考えさ
せることが目的だから、相手の答えが「用意された
答え」になっていないかチェックすることが大切で
ある。
だって「用意された答え」って何も考えていないん
だから…。

　例えば、息子に対して、今日の出来事を振り返ら
せることで考えさせたかったら、「おもしろかった
よ！」の答えの後に、「何が」「どう」面白かった
か、「なぜ」面白かったか聞くといいんじゃないか
な、きっと…。

　あ、まだ息子がいるので、これも試してみたい。
「何が面白かったの？」

　「全部！」

　･･･手強いのである。

　朝のニュース番組を見ていても、それぞれの
ニュースについて評論家がコメントをしてくれる、
ご丁寧に。
それを丸暗記しておけば、たいていのニュースの話
題に対して無難な答えができるよね。自分が本当は
どう思うかってあまり考えない。

　まさに「用意された答え」である。

��世の中全体が、相手のことを考えすぎて、親切す
ぎて、考えるシーンを私たちからどんどん奪ってい
るみたい･･･。

　しかし、同じ「用意された答え」でも、未来の出
来事を予想し、その時自分に求められる答えを、あ
らかじめ考えて、用意しておくのは大切である。

　例えば会議。

　議題や会議の目的がわかっていれば、自分の役割
や立場で、どんな発言をするか事前に考えておいて
から会議に臨む。

��これを「用意された答え」に対して、「準備した
答え」って名づけてみました。

　「準備した答え」は、会議などで発表する場面で
は「用意された答え」になっているかもしれないけ
ど、一度自分で「考えた」ものだよね。

　さらに「一緒に作り上げた答え」もあるよね。

　答えを「用意」も「準備」もせず、２人以上の人
間が集まって、ああでもないこうでもないと対話す
る中から生まれる答えを、そう呼んでみました。

　「用意された答え」を最後に出してくるような研
修や、「用意された答え」で上司が叱咤するだけの
会議より、また、「準備した答え」を作るために自
分や他人に問い掛けたりするより、先が見えない今
の時代には、対話による「一緒に作り上げた答え」
が大切なんじゃない？

　って、そんな答えを「用意」してみました。

用意された答え

其の十四
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○事業所名：テニスユニバース

○開発企画室所在地：東京都調布市布田4-17-6-4F
　TEL：042-483-9321　　FAX：042-483-9350
○本社所在地：東京都府中市押立町2-15-18

○ＨＰ：　http://www.tennisuniverse.co.jp

○コーチはプレーヤーであれをモットーに首都圏12校、関西で2校の指導に当たっているテニスユニバースです。1980年
4月設立、2010年の今年30周年を迎えました。
　人々のテニスの上達と心身の健康づくりを実現し、最高の嬉しさを提供する「テニスのユートピア」の創造を目指し
ております。
　また人材の育成にも力を注いでおり、ユニバーサルテニスアカデミーを開校、現在コーチングスタッフの半数以上を
アカデミー卒業生が占めています。
　今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

○会場一覧

新入会員のご紹介

東京都
・大正セントラルテニスクラブ目白
・大正セントラルテニススクール新宿
・中野サンプラザテニススクール
・昭和の森テニスセンター
・ロンドテニスドーム
・国立グリーンヒルユニバーサルテニススクール
・ユニバーサルテニススクール南大沢
・八王子ファミリーテニスカレッジ

神奈川県
・東急嶮山テニススクール
・コナミ長津田テニススクール
・ルネサンス相模大野テニススクール
埼玉県
・スポーツマックスユニバーサルテニススクール
大阪府
・ザバススポーツクラブデルタインドアテニススクール
・美原の森テニスガーデン
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そのＡＥＤ、本当に使えますか？
心室細動は突然発生し、そして致命的です。
心室細動には、年齢や健康状態は関係ありません。
そして、心臓内のリズムをリセットするためには、
ＡＥＤ（自動対外式除細動器）が必要です。
ＡＥＤはもう設置されていますか？

ＡＬＳＯＫのレンタルプランは、日々の管理のわずらわしさを回避し、
お手軽な料金でＡＥＤを設置することが出来る新たな提案です。

心室細動を発症すると、１分ごとに
１０％の割合で救命率が下がります。

ＡＥＤは日常の点検が
必要です。
ＡＥＤは定期消耗品
（電極パッド･バッテリ）を定期的に
交換する必要があります。

ＡＥＤを使用した心肺蘇生
（ＣＰＲ）が極めて重要です。

現在では全国の救急車の平均的
な到着時間は７分以上です。
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JTIA賛助会員のご紹介

■特別 賛助会員（50音順）
株式会社アニー インターネット関連全般
〒182-0024　東京都調布市小島町2-45-7  Tel. 042-484-2700 担当　大前　勝巳
サントリーフーズ株式会社 清涼飲料水及び加工食品の販売
〒107-8632　東京都港区元赤坂1-2-3　赤坂見附ＭＴビル6F Tel. 03-3479-1426 担当　須原　重明
株式会社システムデイ コンピュータ販売、ソフト製造・販売、コンピュータ関連コンサルティング、データ処理業務等
〒105-0014　東京都港区芝1-12-7　芝一丁目ビル8F Tel. 03-5427-6821 担当　戸子臺隆一郎
株式会社ダンロップスポーツ スポーツ用品メーカー　
〒108-0075　東京都港区港南3-8-1 森永乳業港南ビル Tel. 03-5463-7324 担当　小澤　和彦
長永スポーツ工業株式会社 スポーツ施設の企画・設計・施工
〒157-0076　東京都世田谷区岡本3-23-26  Tel. 03-3417-8111 担当　鬼頭　芳弘
テニスサポートセンター オリジナルテニス商品・テニス用品販売、中古ラケット買取・販売
〒181-0003　東京都三鷹市北野4-1-25  Tel. 03-5314-3734 担当　中山　和義
株式会社ネスティ テニスクラブ・スクール運用ソフト開発・販売等
〒918-8114　福井県福井市羽水2-402  Tel. 0776-35-0505 担当　吉田　浩道
株式会社B・Cセンター ASPによる会員管理システム＆e-ラーニングシステム等
〒271-0052　千葉県松戸市新作240-3  Tel. 03-3209-6116 担当　高山　純寛
ヨネックス株式会社 テニス用品メーカー
〒113-8543　東京都文京区湯島3-23-13  Tel. 03-3839-7128 担当　原口　浩二

◆協力賛助会員（50音順）
株式会社GAORA
ジャパンリスクマネジメント株式会社
スポーツサーフェス株式会社
綜合ユニコム株式会社
高木工業株式会社
東京ウェルネス株式会社
東京海上日動火災保険株式会社
ホクエツ印刷株式会社
丸菱産業株式会社

□賛助会員（50音順）　
Ｉ．Ｃ．Ｐ．株式会社
アシストインターナショナル株式会社
株式会社アスリード
アメアスポーツジャパン株式会社
エイチ・ティ・エム・スポーツ ジャパン株式会社
株式会社エイト
株式会社エス・アール・アイシステムズ
株式会社小野設計
NPOグローバル・スポーツ・アライアンス
グローブライド株式会社
株式会社ゴーセン
ゴーツースポーツ株式会社
ジャスパス株式会社
ジャパン・ビジネス・サプライ株式会社
株式会社新光トレーディング
株式会社スポーツサンライズドットコム
綜合警備保障株式会社
株式会社ダイエープロジェクト
地業建設株式会社
株式会社テニスナビ
東亜ストリング株式会社
株式会社トモ
株式会社日東社
日本毛織株式会社
日本体育施設株式会社
日本ラケットストリンガーズ協会
株式会社フュービック
ブリヂストンスポーツ株式会社
ペイントマノン
ベックス株式会社
前田道路株式会社
ミズノ株式会社
明治安田システムテクノロジー株式会社
有限会社モリ コーポレーション
有限会社マツオホケンサービス
有限会社リバティヒルバケーション
株式会社ＷＯＷＯＷ

CS放送。ケーブルテレビまたはスカイパーフェクTV!経由で視聴可能
生命保険・損害保険代理店
テニスコート設計・施工
出版、セミナー、イベント、調査、コンサルティング業務等
業務請負事業、人材派遣事業等
テニス施設・インドアコート・スポーツ施設設計・施工
損害保険全般
印刷業
家庭用温熱導子付低周波治療器「サンマッサーホット22BL」製造・販売

インドアテニスコート上屋の設計・施工、膜構造物の設計・施工等
テニスコート設計・施工、人工芝輸入・販売・施工
コーチ派遣、イベントの企画・運営、テニススクール運営・委託業務等
スポーツ用品製造・販売
スポーツ用品の輸入販売　HEAD、 Tyroliaブランド
テニススクールのスタッフ、コーチ教育及びそれを実践するためのツール提供等
テニスクラブ・スクール運用ソフト販売等
建築設計・監理
スポーツを通じた地球環境保全活動
スポーツ用品の製造ならびに販売等
テニス用品製造・販売
屋外スポーツ器材・備品の販売及びメンテナンス
クレジットカード・電子マネー決済システムの提供、ポイントシステムの導入支援・提供
ＯＡ機器卸販売
テニスコート設計・施工
スポーツイベント企画・運営、選手データベース管理
機械整備・常駐警備・警備輸送・綜合管理・防災業務等
スポーツ施設用大型テント、スポーツ施設設計･施工等、その他建築工事一式
テニスコート施工
WEBサイト作成、映像製作、印刷物製作、テニスポータルサイト運営
テニス・バトミントン・スカッシュのストリング製造・販売
コインパーキングのトータルプロデュース、スポーツ施設の企画・設計・施工等
マッチ・ポケットティッシュ・名入れライター・ノベルティ用マスク等の製造販売
テニスコートサーフェスの製造販売
各種運動場の基本計画・設計施工・請負及び監理等
ストリング技術の普及
テニスポータルサイト「tennis365．net」の運営
ゴルフ・テニス用品製造・販売
建築塗装
指定管理者制度等公共施設の運営に係るコンサルティング
スポーツ施設の設計・施工
総合スポーツメーカー
預金口座振替による集金事務代行業務の受託および付帯関連業務
経営コンサルティング業
保険代理業
旅行業
衛星を経由した有料放送事業



32

JTIA News! 2010.09 Vol.50
発　　行：社団法人日本テニス事業協会
発　行　日：平成22年9月30日
発行責任：雑賀　昇　
編集責任：金田　彰（広報委員長）
発　行　所：社団法人日本テニス事業協会
　　　　　TEL.03-3346-2007
　　　　　FAX.03-3343-2047
　　　　　〒160-0023 
　　　　　東京都新宿区西新宿1-8-3 
　　　　　小田急明治安田生命ビルB1

http://jtia-tennis.com

mails@jtia-tennis.com

第
十
四
回
テ
ニ
ス
川
柳 

優
秀
作
品

広
報
委
員
会
テ
ニ
ス
川
柳
担
当
委
員
会
選

　
２
連
勝
！　

再
び
世
界
で　

に
っ
こ
り
圭	

小
杉
町
田
中

初
勝
利　

ペ
ア
は
ヘ
ト
ヘ
ト　

私
ニ
コ
ニ
コ	

引
越
し
の
境

秋
風
で　

ボ
ー
ル
見
送
り　

コ
ー
ト
イ
ン	

東
山
か
ゆ
い

白
線
に　

乗
っ
た
？
乗
ら
な
い
？　

ホ
ー
ク
ア
イ	

大
井
脱
兎

コ
ー
ト
上　

輝
く
あ
の
子
に　

ひ
と
め
ボ
レ
ー	

斉
藤
舜

天
然
シ
ョ
ッ
ト　

判
っ
て
い
て
も　

ナ
イ
ス
シ
ョ
ッ
ト
！	

志
村
ケ
ン

誕
生
日　

貰
っ
た
ラ
ケ
ッ
ト　

宝
物	

古
川
大
介

　東京は朝から雨、何日振りでしょうか？一雨ごと

に秋が近づいてくるのでしょう。

　今年の夏はほんとに暑かった。この難局を乗り

切ってくれた社員スタッフの皆さんに心から感謝し

ています。『感謝だけなら誰でも出来るぞ社長！』

と言われそうなので言われる前に各事業所にスポー

ツドリンクを送りました。ありがとう。そして

ニュースに、原稿をお寄せいただいた各位、事務局

スタッフ、取材に飛んでいってくれた丸山さん。い

つも有難うございます。皆さんのお陰でJTIAニュー

スは成り立っています。アメリカからも田川さん有

難う。締め切り間に合いませんでしたので12月号に

掲載いたします。

　さあスポーツの秋ふんどしを締めなおして、ガツ

ンと行きましょう！

編集後記

　（社）日本テニス事業協会では協会ロゴマー
クとチャレンジ25キャンペーンのロゴマー
クが入った名刺の台紙を作成販売いたしてお
ります。 （２色カラー印刷）
　ＪＴＩＡ会員の証として、環境にやさしい事
業所をアピールするためにご活用頂ければ幸
いと存じます。


